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平成２８年３月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１４日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、１

２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、ＥＴＶ特集「書家・金澤翔子３０歳～娘と母 新たな旅立ち～」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、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  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  小林いずみ（前世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官） 

   委 員      秋池 玲子（ボストン コンサルティング グループ シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター） 

有森 裕子（元マラソンランナー） 

         大野 博人（朝日新聞社役員待遇論説主幹） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         永田 紗戀（書家／花咲く書道 Studio Saren.Nagata 主宰） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

         藤村 厚夫（スマートニュース株式会社執行役員メディア事業開発担当） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 

 

（主な発言） 

 

＜ＥＴＶ特集「書家・金澤翔子３０歳～娘と母 新たな旅立ち～」 

（Ｅテレ ２月２０日(土)放送）について＞ 

 

○  よい番組だった。書道の素人が見ても分かる圧倒的な力で番組が始まり、引き込

まれた。取材対象者との人間関係が作られていて、いろいろな考察をしたうえで判

断されていることに驚いた。ダウン症のほかの家庭も相当取材し、配慮されている

からこそ取り上げることができたという印象を持った。 

  金澤さん親子にはいろいろな苦悩があるかもしれないが、光明を見いだし、今を

生きている。しかし障害は一人ひとりが特別であって、金澤さんと同じ方法で皆が
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うまくいくわけではない。取材者はそのことを分かっていると思うが、単純に物事

を見る人が、障害がある人が皆、金澤さんのようにすればよいのにと思うかもしれ

ず、そのことが多少気になった。 

 

○  大変優れたドキュメンタリーだった。障害がある人を描く際、どうしても障害の

重さが前面に出てしまい、ややもすると紋切り型になりがちだ。この番組は演出過

剰に流れることなく制作されていたと感じた。障害がある方やその家庭の苦悩も伝

わったが、それ以上にもっと普遍的な価値、親子の問題や芸術作品とは何かについ

ても考えさせる内容で、優れた文学作品を読んでいるような気分になった。また、

そのように描くために大変考えられた構成になっていると思った。 

  冒頭で翔子さんをダウン症の書家であると紹介し、ダウン症がテーマなのかと

思ったが、翔子さんの圧倒的な作品群が紹介され、建長寺の管長が「自由無碍(む

げ)の世界」と言うとおりで、きれい、上手だということではない、深い陰影をた

たえている作品をいくつも見ているうちに大変強い印象が刻印された。続いて、日

常生活の金澤さん親子の様子を紹介するシーンに移り、番組の局面が変わった。そ

の後、翔子さんの生い立ちや、お母さんが翔子さんの命を奪うことさえ夢想したと

いう衝撃的な話が紹介され、一気に番組が深いものに転じる感じがあった。そして、

そこから書道の持つ意味がじわじわと感じられるようになった。最後は「羯諦(ぎゃ

あてい)」という般若心経の文字を大筆で書くことがテーマで、お母さんが「魂の

領域では翔子が私を包み込んでいた」と述懐する場面が紹介された。見事なまでの

起承転結で構成された番組で、大変感動した。 

 

○  大変感動した。翔子さんの書は伝える力がある字だと驚いた。基礎を徹底的に教

え込んだお母さんの努力はすばらしいものだったと思い、番組の最後でお母さんが

「ありがとう、翔子」と言ったのが大変印象的だった。翔子さんの命についての思

いも印象的だった。ダウン症に限らず、障害がある子どものお母さんに通じること

ばであろうと思う。子どもと一緒に生きていこうというメッセージを発信していた

と思う。「愛」、「共に生きる」、「羯諦」、「佛心(ぶっしん)」という、「誰もが幸せ

に」という翔子さんの気持ちが伝わるような書を紹介していたところも大変よかっ

た。 

  お母さんは７０歳を過ぎていて先が分からず、翔子さんを独り立ちさせたいとい

う気持ちが伝わってきた。３０歳で翔子さんは独り立ちするわけだが、お母さんの

気持ちを酌んで自立しようとしたのか、なぜ翔子さんが自立したかったのかが分か

らなかった。その背景がもう少し見たかった。ダウン症の子どもが大人になり、一

緒に暮らす親はどうしたらよいのか、お母さんの気持ちがひしひしと伝わってきた。 
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（ＮＨＫ側） 

  翔子さんがなぜ自立したかったのかについては、番組の中

で描ききれなかった。お母さんは翔子さんに対して日常的に

生活面を指摘することが多い。翔子さんは自分でできるため、

お母さんから少し離れたいという気持ちがあったと思う。翔

子さんが２０代半ばを過ぎたぐらいから、「私は独りで暮ら

す」と、お母さんとけんかをするたびに言っていたが、お母

さんは無理だろうと思っていた。お母さんが７２歳になり健

康も害され、自分の先々を見て自分がいなくなったときのこ

とを考えた末に、今回の自立が実現した。翔子さんからする

とうれしい自立で、お母さんは心配でしかたがないという感

じだ。 

  障害がある方すべてが、翔子さんのように才能が見いださ

れるわけではないということは確かだ。番組の趣旨としては、

子どもを思い、親を思うという親子の愛を伝えたかった。 

 

○  見る前に予想したとおり大変感動した番組だった。演出過剰ではなく、自然体の

親子について、ポイントを押さえた形で描かれおり、自然な形で感動した。母が子

をあやめようと思った時期があったということだが、今回初めて告白したのだとし

たら、本人による解説でもよいが、なぜ今回告白したのかについて説明があったほ

うが生きたような気がする。 

  書道について、基礎から学んでいたころと大筆を持って作品を書く技術とは相当

かい離がある。今ある翔子さんにたどり着くまでには大変な基礎の積み重ねがあっ

たと思う。その経過が分かるとよかったと感じた。 

  ＮＨＫは金澤さん親子を何度も取り上げているが、今回翔子さんが独り立ちし、

新たな局面を迎えていると思う。これから先もいろいろなことがあると思うので、

その後もフォローしていってほしい。同じダウン症の子どもを持つお母さん方は、

翔子さんに会えて喜んでいたが、「うちの子は本当にそんなことができるのか」と

思いながら見ていたと思う。第２の翔子さんも別の形で存在していると思う。そう

いう人を発見し、掘り下げて伝えてくれるとありがたい。 

 

○  大変明るく楽しく視聴できた。ダウン症や障害がある方の話としてではなく、健

常な人が見て学ぶことの多い番組だと感じた。翔子さんが書道に出合ったことに

よって人生が開き、自分の才能を見つけ、幸福に暮らすということは、普通の若い

人でもなかなかできないことで、そこに感激した。お母さんが高齢になって、晩年
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の人生、最後をどうするのか、この世に心を残していくことに対しどう決着させる

のかという決意は、健常な親子にとっても学ぶことの多い番組だったと思う。 

  お母さんの師匠に翔子さんの指導をお願いする場面で、師匠は「お引き受けしま

す」と言っていた。そこにうそはないと思うが、カメラが回っていることによって

コメントが少し変わることはないのかと思った。お母さんが不動産屋でマンション

を探していた際は、障害者であることを理由に断られていた。その両方を見られた

ことで、この番組はまっすぐに撮影していると感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  師匠の柳田泰山さんのシーンだが、ああいった場面を撮影

することは、ドキュメンタリーでは大変難しい。あの日、柳

田さんが翔子さんのために松山を訪れたが、ディレクターや

カメラマンは、お母さんから指導を頼むと事前に聞いており、

いつ頼むのかと待っていたそうだ。柳田さんもカメラを見て、

恐らく気を使われたのかと思う。まるで合図があったかのよ

うに「やりましょう」と柳田さんが言ってくれた感じとなっ

た。それぞれが何となく意識し、撮影されたシーンで、少し

きごちなく感じるかもしれない。 

 

○  私も引きつけられ、５９分があっという間だった。書家である翔子さんのドラマ

として、書もすばらしいし、天性の明るさで書を書き、「どうか、神さま、仏さま、

私に降りてきてください」と祈りを込め書く姿は、ダウン症があるないにかかわら

ず、１つのものに打ち込む３０歳前後の女性の崇高な姿で、心を打たれ、心が洗わ

れる思いで感動した。 

  番組を視聴する前に心配だったのは、お母さんがどう描かれるかだ。民放の番組

に出演した際、お母さんは翔子さんをあやめようとしたことをカミングアウトされ

た。そのことで、ネット上ではお母さんに対するバッシングがすさまじかった。そ

こまで追いつめられたお母さんの深い苦労がなぜ想像できないのかと、ネット上の

バッシングを胸が痛む思いで見た。今回は、全体の中でそのことが決して浮いてお

らずほっとした。 

  お母さんは一人で立ち上がったわけではなく、夫に支えられていたことも触れて

ほしかった。クリスチャンの夫は「神の挑戦、主の挑戦を私たちは受け入れます」

と言って、ダウン症があるないにかかわらず愛そうと、妻を支えていた。お母さん

を支えてきたお父さんがいたからこそ、翔子さんは「お父さま、お母さま、ありが

とう」と言っているのだと思う。 

  全編すばらしい番組だが、気がかりなのは、今は成功した翔子さんを育てたお母
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さんについて、同じ境遇の母親がどう思うかで、フォローアップが必要だと思う。

同じダウン症の子どもでも、才能がなく、自立もさせられず、苦しんでいる親子の

ほうが多いと思う。民放に出演した際も、お母さんに対して心ない声もあったと思

う。翔子さんのような光明が差さないダウン症の子はたくさんおり、そういう人た

ちへのフォローアップもしてほしい。次回こういった番組を放送する際には、少し

考えてもらえるとよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  お父さんの裕さんをどう番組で位置づけるかは、制作時に

議論になった。ディレクターは翔子さんをストレートに描き

たいという思いが強かった。取材を進めるうちにお母さんの

存在が膨らんでいった。お父さんがその裏で支えていたとい

う話をお母さんもあまりされなかったため、今回はうまく紹

介できなかった。翔子さんが成長した中で、お父さんの存在

が大きかったことは確かで、取材が行き届いていなかったと

思う。 

  放送後に、番組にどういう感想が寄せられたのか確認して

いるほか、最近はネットで心ない書き込みもあるため、チェッ

クはしている。今回に関してはそういった心配はないようだ。 

  第２の翔子さんの発掘も含め、継続して取材していきたい。 

 

○  室井滋さんの雰囲気のある語り口調が心をほっとさせ、よい余韻が残る番組だっ

た。書は、上手、下手ということではなく、書いている本人の生きざまやエネルギー

が確実に作品をパワーアップさせると思う。翔子さんの書を見れば、屈託のない笑

顔が思い出される。今回の番組を見て、後ろで支えるお母さんの包み込むような笑

顔も重なって作品が完成していると思った。人生は予期せぬことが起こり、少なか

らず皆が不安を抱えている。翔子さんとお母さんの存在がどれだけの人にエネル

ギー、愛を与えているのかと感じた。ニューヨークでの翔子さんのスピーチ、お母

さんへのことばは、母親の気持ちと娘の気持ち両方の思いで涙を流しながら見た。

私を支えてくれたのは母で、いつも褒めてくれた。番組を視聴したあと、自分の人

生を振り返った。母の存在、親の存在、書道の深みをあらためて確認することがで

きた。翔子さんの笑顔、今後のことがいろいろな人に伝わる機会を楽しみにしてい

る。 

 

○  ２つの意味で、フォローアップをぜひしてほしい。１つは、一過性にならないと

いう意味でのフォローアップで、翔子さんがあと５年、１０年とどういう生活を
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送っていくのか興味がある。それが同じ境遇の方の指針、光明、勇気にもつながる

と思う。もう１つは、サクセスストーリーを持たない多くの方々にも目を向け、ど

ういう形で普通に暮らしているのかだ。取り上げ方はなかなか難しいかもしれない

が、ぜひ取り上げてほしい。スティーブン・ホーキングという理論物理学者は、筋

萎縮性側索硬化症でコンピューターを使ってしか表現できなくなっても研究を続

けている。そういう人は勇気を与える。生きざまのインパクトが十分に伝わった番

組だったと思う。 

 

○  心を打つものと心に残るものがあった番組だと思う。よいストーリーだったが、

ダウン症に限らず、障害がある人たちにとってはまれに見る例だ。万人に当てはま

るところの余韻があってほしいと思った。書道だけではなく、違う芸術も含め、い

ろいろな分野で同じようなストーリーを持った人たちにつながる余韻とケアの残

るような部分があればよいと思った。いろいろなケースを取り上げてほしい。 

  障害がある人の家庭では、圧倒的に母親が表に出ている場合が多い。お父さんが

いても表に出てこないケースが結構多い。こういった番組でお父さんの存在が少し

でも表せると、同じ境遇の親が勇気を持てると思う。 

 

○  ネットの世界で考えると、５９分というのは大変自由な時間で、逆に大変制約も

あると思う。さまざまな視点でのフォローアップが求められるが、ＮＨＫが置かれ

たある種の不自由さも感じる。１０分の時間で私ならば何を撮影したかと考えなが

ら視聴した。 

  最後の「羯諦」を書くときに、巧まざるユーモアを作り手は意識していたと思う

が、翔子さんが「太鼓かい」とつぶやくところや、翔子さんが書いた自分の部屋の

見取り図の中にカップ麺の名前が書き込まれているところなどに、家人は開放感を

持って番組を受け止めていた。「羯諦」を書きながらドラマティックに盛り上がっ

ていくところは、ドライブ感が出ており、若い世代をも巻き込めるところだと思う。

そういった部分を切り出し、制作するという作り方があればＮＨＫの新しい側面が

もっと表現できたのではないかと思った。ある意味で大変おもしろかったが、もっ

とシャープに若い世代の開放感を引き出すような切り口もあったのではないかと

思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  若い世代を巻き込むには、５９分という時間を変えたほう

がよいのではないかという意見はある。 

  今回のケースはサクセスストーリーにどうしてもなってし

まい、ダウン症やほかの障害がある人たちがどう受け取るの
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かは、われわれの中でも議論になった。お母さんと取材者と

の議論の中でも、予定調和ではなく、ありのまま撮影させて

ほしいとお願いし、快く受けてくれた。撮影された真実の中

でこの番組が制作された。「ＥＴＶ特集」は一過性の番組では

なく、毎週５９分、場合によっては８９分で制作し、さまざ

まなテーマで長期取材を行っている。１つの番組の中で多面

的に伝えきれていないところは、「ＥＴＶ特集」を見続けてい

ただき、いろいろなメッセージをそこからかぎとっていただ

ければと思う。翔子さんは継続して取材していく。ダウン症

だけではなく、いろいろなところで、いろいろな状況で生き

ている人々に焦点を当て迫っていきたい。 

 

○  ＮＨＫならではの見応えのある番組で、感動した。心に刺さったひと言がある。

翔子さんが「羯諦」を書く際に「魂をください」と祈っていたが、そのことばがす

ばらしいと思った。翔子さんの書がすばらしいというのもあるが、人間として魂を

くださいというところまで自分を徹底的に追い込み、集中し、昇華させていく精神

力の強さがすばらしいと思った。ダウン症であるか、健常者であるかは関係なく、

親が子どもに与えなければいけないいちばん大きなもの、「子どもがどうやって自

立し生きていくのか」を親が徹底的に与えていたことにも感動した。障害者の番組

としてではなく、子どもを育てる親にぜひ見てほしいと思った。 

 

○  大変よい番組だと思った。翔子さんの若いころの映像もあった。時間をかけ、１

人の生活、考え方を追いかけられるのはＮＨＫらしい取り組みだ。母親と翔子さん

と取材陣との人間関係は、取材者に話しかけているのも自然体で、信頼関係も感じ

られた。 

  障害があるために大変苦労し、サクセスストーリーにはならないが社会の中で生

きている人たちがいることを取り上げてくれるとよいと思う。「ＥＴＶ特集」は夜

１１時の放送だが、すばらしい番組は「ＮＨＫスペシャル」などの別の枠、普通に

見られる時間帯に放送してほしい。今回は事前にある程度告知していたのだろうか。

視聴者が少なかったのではないか。再放送の形でも、総合テレビで見られるとよい

と思う。こういうすばらしい番組を作り続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  １１月７日(土)のＥＴＶ特集「それはホロコーストの“リ

ハーサル”だった～障害者虐殺７０年目の真実～」は、ドイ

ツ人がドイツ人を殺していたというホロコーストの“リハー
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サル”という事件について取り上げたが、総合テレビでも放

送した。折々で総合テレビへの展開は編成と連携しながら

行っている。反響の多い番組は「ＥＴＶ特集」の中でもアン

コール放送を行う。再放送は違う時間だ。 

 

○  視聴率はどの程度だったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  通常の「ＥＴＶ特集」は０．７％、０．８％程度が平均だ

が、今回の番組は、通常より高く１．４％で、反響も大きかっ

た。よく見られたという実感がある。大変丁寧に取材してい

ても視聴率が低いものもある。われわれの「これは伝えるべ

きだ」という思いと、視聴者がリンクしていないところもあ

る。人間ドキュメンタリーはよく見られていて、今回は通常

の倍ぐらいの人が関心を持ってくれたようだ。 

 

  この番組は１年かけて取材をしているが、スタッフはこの

番組だけを制作しているわけではなく、ほかの番組も制作し

ながら１年かけて取材している。 

 

○  翔子さんの若いころの映像がいくつかあったが、前にも撮影していたのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「聴力障害者の時間」、現在のＥテレの「ハートネットＴＶ」

の枠で数年前に取り上げていて、今回の番組でその映像を使

用した。取材者、ディレクターは違うが、ＮＨＫのいろいろ

な人間が関心を持ってそのときどきにいろいろな番組で取材

している。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月６日(日)のＮＨＫスペシャル「被曝（ひばく）の森～原発事故 ５年目の記

録～」(総合 後 9:00～9:58)は大変興味深い番組だった。原発事故による放射能が

自然界の野生動物や植物にどれぐらい影響しているのか、さらにそれが人間社会に

どういう影響を及ぼすのかは、誰でも知りたいことだがはっきりしていない。地道
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に続けている検証作業を通し、今の時点で答えられる限りのことを答えようという

姿勢が大変よかった。明確な答えの出せない問いだと思う。今のところ野生動物で

誰でも分かるような奇形が多発しているわけではないが、不気味な兆候は少なくな

い。そういった事象を特殊なフィルムやカメラ、ＧＰＳを駆使し、アカネズミ、ア

ライグマ、ハクビシン、サル、ツバメなどを広範に紹介していた。いろいろな研究

者も登場し、できる限りその問いに答えようという番組づくりが大変よかった。ア

カネズミの染色体にはっきりとした差異が出ていないとする一方で、スーパーホッ

トスポットにイノシシがやってきてえさを食べている映像はかなり不気味だった。

目に見えない驚異といわれている放射能を可視化する努力がよかった。比較的淡々

と進行していたが、データも豊富で、考えさせることが多かった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「被曝（ひばく）の森～原発事故５年目の記録～」を見た。生

物学的には相当悲惨なことが起きており、定点観測を続けてほしい。霊長類の被害

が大きいのでないかというものの明確ではなく、骨髄などの今後重要な資料になる

と思うのでフォローしていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「被曝（ひばく）の森～原発事故５年目

の記録～」については冷静な、客観的な態度を守りつつ今後

とも企画を続けたい。 

 

○  東日本大震災から５年に関する番組について、印象的だった番組について意見と

感想を申し上げたい。いちばん印象に残ったのは３月１０日(木)のＮＨＫスペシャ

ル「風の電話～残された人々の声～」(総合 後 10:00～10:49)で、何度も涙を流し

た。命の重さ、生きる大切さ、残された人々の心のありようを素直に表した番組だ

と思った。線のつながっていない電話に話しかけ、亡くなった人、いまだに見つかっ

ていない人に質問をしているのを思い出すと涙が出そうになる。電話をかけている

遺族、家族が安心し、その場で涙を流している姿があった。「風の電話」のアイデ

アがすばらしいと思ったが、考えたのが中高年の男性で、東日本大震災の１年前に

すでに存在していたことに驚いた。その経緯が簡単に説明されていたが、個人の庭

に設置し、今はだれでも行ける形にしたという持ち主の気持ち、背景をもう少し知

りたかった。また、この番組が放送された後に、大勢の人が「風の電話」を訪ね、

あの静かな環境が変わってしまうのではないかと心配になった。番組自体はよかっ

たが、その後のことを考えると気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  ＮＨＫスペシャル「風の電話～残された人々の声～」の放

送後に人が殺到しないかという指摘について。その点は事前

によく協議している。「ベルガーディア鯨山」という庭園の中

にあり、訪ねるときに連絡したうえで、庭園に立ち入る仕組

みになっている。被災者の方には少しでも助けになればとい

う考えで開放しているが、観光目的と考えられる場合はお断

りするという立場を取っている。影響はある程度遮断できる

と考えた。ＮＨＫに問い合わせが来ても、「ホームページにそ

の姿勢が書かれているので、それを見てから判断してくださ

い」と回答することにしている。 

 

○  ３月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」(総

合 後 9:00～10:29)はドラマ仕立ての見せ方で専門用語の解説もあり、８８時間の

間に原発で何が起こったのかがよく分かった。欲を言えば、東京本部とのやりとり

や一般の方々がどう逃げたのかまでしっかりとカバーするとよかったのかもしれ

ないが、逆に筋が見えなくなって分かりにくくなるのだろうと思った。工夫された

番組だと思った。１月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「震度７ 何が生死を分けた

のか～埋もれたデータ２１年目の真実～」は、工夫されていて、シミュレーション、

映像、ＣＧを駆使して制作されていると思った。科学、技術分野については、一般

の方に分かりやすく伝える努力を引き続き行っていってほしい。 

 

○  私もＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」を見た。何が起き

ていたのか報告書などはいろいろ出ているが、番組では時系列によって映像や現場

の人の声を入れており緊迫感も伝わってきた。また、当時なぜベントを行うことが

難しかったのか、その背景についてよく分かった。原発で何が起きていたのか、分

かりやすく伝えていて感心した。 

 

（ＮＨＫ側） 

  これまで５年間かけ、科学者など 500 人の証言をベースに

信頼関係の中で獲得してきた知見で制作している。東京電力

の東京本店とのやりとりについては、時間の関係もあり一部

の紹介となった。一般の方々の避難については、３月５日(土)

のＮＨＫスペシャル「“原発避難”７日間の記録～福島で何が

起きていたのか～」で、紹介している。それらを総合した番

組を制作するという考えもありうるが、福島第１原発の中で

何が起きていたのかということに集中した構成にし、探究し
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ようという姿勢で制作してきた。 

 

○  現場が混乱している際に総理大臣などが現場を視察することについて、かなりの

やりとりがあったことが紹介されていたが、現場から見た受け止め方がよく分かっ

た。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」は大変分かりやすかっ

た。医療班やほかの班が、それぞれの班名が書かれたゼッケンを着用しており、誰

がどう動いているのかが分かりやすかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」は、力を込めて作られ

ていた。500 人の証言を集め、やりとりもことばどおりだと思うが、きめ細かく、

神経を使って当時の様子を再現していたと思う。再現ドラマは違和感を覚えるもの

が多いが、そういうことはあまりなかった。大変な数のエキストラで、ＣＧもあま

り使っていなかったため、大変な手間暇をかけ、１分１分のコマを作っていると感

心した。８８時間という意味、１号機と３号機がやられ、２号機が最悪の事態でベン

トができない、結果的にすき間から空気がもれていて助かったというドラマがあっ

た。その直前には格納容器の爆発するおそれがあって、東日本がやられてしまうと

いう事態の一歩手前をよく描いていると感心した。なぜ１号機が数時間後にメルト

ダウンを起こしたのか、防ぐ手立てがなかったのかという観点からＮＨＫの総力を

使って検証していってほしい。１号機はしかるべく対応をしていればメルトダウン

を防げたのではないかという疑いがいまだにぬぐいきれない。数時間後には全電源

喪失でメルトダウンしてしまうわけだが、そういうことがある程度理解できていれ

ば、現場から首相官邸に至るラインの中でベントをもっと早く行う、電源車をもっ

と早く配置することなどができるのではないかと思う。現場処理の中でああいう結

果になってしまったことにこだわって検証してくれれば参考になると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」

についてはこれまでにシリーズを５本制作している。いずれ

もこうすればよかった、あるいは過失があったのでないかと

いう視点を入れるのはまだ早いというのが、500 人の証言と

科学者も含めた検証の中で得た形だ。まずは何が起きたのか

をしっかり検証するという姿勢でこのシリーズについては調

査を続けていきたい。 

○  ３月は東日本大震災、原子力の事故にかかわる見応えのある番組がたくさんあっ
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た。３月１３日(日)の「特集 明日へ つなげよう」(総合 後 10:05～11:49)の「あ

なたが主役５０ボイス」との連携企画、「あの日わたしは」などでは普通の生活者

たちがそのときどうだったのかという声もたくさん集めていた。それは今見ても感

動的だが、将来に残る映像、声になっていくのだろうと感じた。「あなたが主役５

０ボイス」の高校生たちがどういう仕事に就きたいかということもおもしろかった。 

 

○  ３月２日(水)の探検バクモン「爆笑問題、陸前高田を行く」、９日(水)の「爆笑

問題、陸前高田をもっと行く」で２週にわたって岩手県陸前高田市を訪れていた。

ＮＨＫは東日本大震災関係を圧倒的なボリュームで取り上げておりすばらしかっ

た。被災地には明るさや暗さも両方ある複雑な問題があり、その中でエンターテ

インメント性のある番組で取り上げたことが大変よかった。同様に、福島の農業を

エンターテインメント性のある番組の中で取り上げてほしい。福島県内の農産物直

売所では、被災後に売上が２割程度減少した。今は徐々に回復し、被災前の１５％

減ぐらいとなってきている。毎日、地元紙では放射能の情報を取り上げており、福

島の人は福島の米が絶対に安全で、全袋検査で検出ゼロであるということをよく

知っている。しかし風評被害は地元から遠ければ遠いほど厳しい状態で、それは情

報の問題だと思う。逆説的にいうと福島のお米は日本一安全なのに、値がつかない

状態だ。例えば「ブラタモリ」でタモリさんに福島の直売所を訪れてほしい。福島

の直売所が元気で、福島の方が福島の農産物を信頼し食べているということを形に

してもらえると大変うれしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ニュースや番組で福島の食の安全について多く取り上げて

いる。５年経過したが、これからも取り組んでいく。 

 

  全袋検査を見ると、そこまで実施しても風評被害が続くの

か、ということを感じる。爆笑問題やタモリさんに来てほし

いという気持ちはよく分かる。ＮＨＫとしても、こうした取

り組みについて、引き続き取り上げていきたい。 

 

○  探検バクモン「爆笑問題、陸前高田をもっと行く」では、陸前高田市の孤児院を

訪れていた。孤児たちが何を感じているのかについて、サヘル・ローズさんは自分

も孤児で、当時同情してほしくなかったという話も紹介された。こういったドキュ

メンタリー番組ではない番組で違う見方を提示したのもよかった。来年以降もこう

いった取り組みに期待している。 
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○  ３月６日(日)の日曜討論「東日本大震災５年 福島の復興を問う」は出演者に疑

問を感じた。福島の復興を問う内容なので、林幹雄経済産業大臣、丸川珠代環境大

臣が出演するのは理屈ではそうだと思うが、とりわけ丸川環境大臣は前に問題発言

をしており、放射能に対する地元の人たちの不安にまったく共感を示さない、理解

しようともしていない人であることを露呈したような人物だ。そのことについて

「日曜討論」で追及してほしかったわけではなく、福島の復興について議論しよう

とするのであれば別の人物がよかったのではないか。政府の考えていることを話す

にしても、別の適任者はいなかったのかと疑問に思った。案の定、環境大臣は肝心

なことにほとんど触れない内容空虚な発言が多かった。地元の方たちのコミュニ

ケーションを密にしていただきたいと言っても何も響かない。司会の島田敏男解説

委員、ほかの論者たちももっと実質的な内容の発言を引き出そうとしている感じが

あったが、難しかった。環境大臣は下手なことを言わないようにしようということ

だけに終始していたような印象が強かった。議論を豊かにするためにも大臣だから

ということではなく、ほかの適任者でもよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  日曜討論「東日本大震災５年 福島の復興を問う」につい

て。どういう人に出演してもらうかは、番組の質、性格を規

定するもので、重要なことなので、われわれもよく議論をす

る。今回は福島の復興を問うということで、事故を起こした

原発の廃炉問題、放射性廃棄物をどうするのか、さまざまな

問題がある。前にさまざまな発言があり、丸川環境大臣に対

する批判があることも承知しているが、環境政策を担う環境

大臣は最高責任者であり、今後どうするのか、どう考えてい

るのかを聞くことは必要であったと思う。 

 

○  ３月１１日(金)の「ニュースウオッチ９」では被災現場からの中継があった。特

別なスタイルで、内容は犠牲者について悼む姿勢、災害を語り継ぐことに焦点が当

たっていた。それ自体はよくまとめられていてなるほどと思うことが多かったが、

５年目当日のメインとなるニュース番組であることを考えると物足りなかった。

「３．１１」は２つの顔があり、１つは未曽有の自然災害と天災、もう１つは身も

ふたもない人災ということかと思うが、「ニュースウオッチ９」では、天災に割と

傾斜していた印象を持った。地元の人たちは大変な思いをされており、その思いを

忘れないようにしようということは大事なメッセージだが、責任の所在という視点

についても、「ニュースウオッチ９」であれば出してほしかった。そうした視点を

ほかの番組で出しているかもしれないが、「ニュースウオッチ９」は メインの番
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組であり、そういう視点があったほうがよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３月１１日(金)の「ニュースウオッチ９」について。キャ

スターが現地に行って見て感じたことを話すことで、多くの

犠牲者を出したことや語り継いでいくことの大切さを視聴者

に共感してほしかった。東日本大震災は天災と人災の両面が

あるという指摘もそのとおりだと思う。「ニュースウオッチ

９」では「３．１１」を中心とする１週間だけでなく、引き

続きそうした問題も取り上げ、そういう役割も果たしていき

たい。 

 

○  ３月１日(火）のハートネットＴＶ シリーズ東日本大震災から５年（１）「当た

り前の暮らしを求めて～障害者たちの“震災復興”～」が印象的だった。５年間で

何が変わったのか、何が変わっていないのかを見つめていた。金澤翔子さんとは全

く違う、地域とも、福祉サービスともつながっていない障害者たちの掘り起こしを、

市民団体が１年半をかけて行ったというすばらしい活動が紹介されていた。私は４

０数年前、ヨーロッパを初めて訪問し、障害者が大変多いと感じた。そのときは若

かったため分からなかったが、そこから見ると日本の状況は、障害を隠し外に出さ

ないというような実態があった。それが４０数年前の話ではなく、今でも障害のあ

る家族を外に出さない、家族で抱えるということが行われている。障害者に対する

私たちの対応が悪いのではないかと身に染みて感じた。震災が明らかにした障害者

の孤独、対応方法をもっと深く掘り下げ、番組を続けていってほしい。「ハートネッ

トＴＶ」はよく視聴している。いろいろな角度からいろいろな課題を取り上げてお

り、大変よい番組だと思う。  

 

（ＮＨＫ側） 

  「ハートネットＴＶ シリーズ東日本大震災から５年」の

ご意見は大変励みになる。現場に伝えたい。 

 

○  ３月１３日(日)の「赤宇木（あこうぎ）」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 2:00～3:59)を見た。

原発事故による被ばく量が高く、村に住めなくなってしまった人たちを追いかけ、

村やその人たちの歴史を通じ今回の事態をあぶり出すという歴史的観点のある本

格的なドキュメンタリーだった。アンモナイトの時代からその土地を描いて、日清

戦争、日露戦争あたりからの足跡、言い伝えのようなものを比較対照として描き、

今回の国策による１つの人災という流れの中で描いていた。芸術作品であると同時
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にドキュメンタリーとしてよかった。 

 

○  ＮＨＫは量と質で圧倒的に３．１１の問題を取り上げていた。いろいろな角度か

ら震災の問題を取り上げたこともありがたかった。 

 

○  ３．１１関連の番組はいろいろ見たが、いずれも大変よくできていたし、今まで

気がつかなかったことを教えてくれた。放送されていたか分からないが、甲状腺

がんがどうなったのかについては大変関心のあるテーマであり、ＮＨＫもどこかで

取材してほしい。 

 

○  ２月２８日(日)のＮＨＫスペシャル「難民大移動 危機と闘う日本人」ではシリ

ア難民の問題を取り上げていた。特にヨーロッパでは難民が大きな問題なのにもか

かわらず、日本人は関心を持ちにくく、実態が伝わりにくい。番組では国連で働く

日本人スタッフがいろいろ活躍しているところを伝えており、日本からの支援も必

要だと日本人に訴えるところもあった。大変よい番組だったと感心した。ＮＨＫら

しい力の入った番組だったと感じた。 

 

○  ３月１３日(日)の「ＮＨＫニュース７」で「ＡｌｐｈａＧｏ」という人口知能が、

囲碁のトップクラスの棋士に勝ったという報道があり、ＡＩ、ディープラーニング、

深層学習を解説していたが、大変分かりやすかった。テレビでＩＴ系の用語の解説

などがあると、耳をふさぎたくなるようなケースが多かったが、最近のＮＨＫの解

説は大変よい。チェスで人間にコンピューターが勝って、次に将棋で勝って、今回

囲碁で勝ったわけだが、一緒に見ていた家人が「碁がなぜ最後なのか」と私に質問

した瞬間に、囲碁については、対局パターンがチェスや将棋に比べてはるかに多く、

難しさが“べき乗”で指数的に高まり、ディープラーニングも含め、ようやく人間

に勝てるようになってきたという解説が的確に紹介された。ディープラーニングは

ＩＴビジネスの中でも大変重要な喫緊のテーマだが、一般の方に分かりやすく説明

していた。そういった技術がどういうところに役立つのか、単にチェス、将棋、囲

碁で人間に勝つことを求めているのではなく、無人の自動車の運転に使われるとい

うところまで解説しており、ひざを打つような思いだった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＩＴ系の技術の問題は理解し、説明するのが難しい。世の

中で進んでいるコンピューターを使った新たな技術が人間に

どう役に立つのかという視点で今後も分かりやすく取り上げ

る。委員のご意見は早速現場に伝える。 
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○  ３月１３日(日)の「ＮＨＫニュース７」は大変分かりやすかった。１０の 360 乗

以上という天文学的な数字の組み合わせがあることも、一般の方に“べき乗”がど

の程度理解できるかは別としてもよい例えだったと思う。同様に３月６日(日)のサ

キどり↑ シリーズ人工知能がやってきた「第２回 日本企業の“逆襲”が始まっ

た」でも自動車の自動運転でベンチャー企業が一生懸命に取り組んでいる姿をよく

捉えていた。 

 

○  最近のＥテレは、子ども関係、教育番組でよい番組をたくさん作っており、私の

周囲でも評価が高い。 

 

○  ともすると旅番組かとも思うが、中身が濃いのが「関口知宏のヨーロッパ鉄道の

旅」だ。関口さんのひょうひょうとした頼りなさげな様子はいつ見てもあのままだ

が、取材力に感心している。チェコを取り上げた回では、「プラハの春」の問題、

ビロード革命について触れて、プラハの春のときにチェコの方々がどんな思いで

戦ったのかを紹介していた。女性アナウンサーでソビエト軍に背中から銃を突きつ

けられ、脅迫されながらチェコの自由を守り抜いた女性がたまたま広場にいてお茶

を飲んでいて、そこに関口さんがふらっと行って今を語ってもらっていた。今の若

い世代はプラハの春、ビロード革命がよく分からないかもしれないが、あのスタン

スで関口さんの何気ない雰囲気の中で歴史をひもとき、鉄道、ヨーロッパの歴史を

紹介している。回を追うごとにおもしろいと思う。ＮＨＫの存在価値、取材力のす

ばらしさを改めて感じてよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  関口知宏さんの鉄道の旅の番組は国内編から始まって、今

は海外編を放送している。ヨーロッパの旅も関口さんらしく、

地元の方と触れ合いながら巡っている。私も毎回見ており、

次はどういう展開になるのか楽しみにしている。 

 

○  たまたま海外にいるときに、和食レストランが有田焼を使っているという番組を

視聴した。有田焼も進化するし、和食を広げることにもつながり、今の世界が日本

を見ているのにぴったりな番組でおもしろかった。日本国内でも放送してほしい。

日本の文化を海外に発信するＮＨＫワールドでもさらによい番組を期待している。 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２８年２月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１５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、ＢＳ１スペシャル「もうひとつのショパンコンクール～日本人ピ

アノ調律師たちの闘い～」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  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   委 員      秋池 玲子（ボストン コンサルティング グループ シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター） 

         大野 博人（朝日新聞社役員待遇論説主幹） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         仲道 郁代（ピアニスト） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

         藤村 厚夫（スマートニュース株式会社執行役員メディア事業開発担当） 

増田 雅己（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 

 

（主な発言） 

 

＜ＢＳ１スペシャル「もうひとつのショパンコンクール 

～日本人ピアノ調律師たちの闘い～」（ＢＳ１ １２月２３日(水)放送）について＞ 

 

○  本当に興味深く、100 分近い番組をあっという間に視聴してしまった。曲によっ

てピアノを変更していることなど新鮮な驚きの連続で、今まで知らない世界をかい

ま見た感じだった。ショパン国際ピアノコンクールにかけるピアニストたちの夢の

思いをサポートする調律師たちの仕事への意欲、熱意、喜怒哀楽がよく見え、印象

に大変残った。コンクールではピアニストだけではなく、調律師たちが夜中まで一
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生懸命に調律を行っているのを見て、コンクールを普通に見るのとは違う視点を発

見した。同時に調律師という仕事についてもっと知りたいと思った。ピアノを調律

し、保全、管理だけをしている人たちというイメージがあったが、そうではなく、

ピアニストを友達のように支え、厳しい目で職人のようにピアノを調律し、組織と

して皆で関わる姿を見て、調律師とは何なのかと思った。国際ピアノコンクールで

の調律師の仕事の複雑さ、命をかけていると知ることができたよい番組だった。 

 

○  大変興味深く優れたドキュメンタリーだと感じた。著名なピアノコンクールの、

注意をあまり払わない部分に大変おもしろい闘いがあることがよく分かり、そこに

目をつけたことがこの番組が成功した理由だと思う。また、そこに日本人の調律師

が多く関わっていることにも興味をそそられた。番組の内容時間は比較的長かった

が、飽きることなく、 後まで視聴した。なぜ飽きないのか、恐らく挑戦者に視点

を置き続けていたからだと思う。 初にイタリアのピアノメーカーの１人の日本人

に焦点を当て、そのメーカーが敗退すると日本のメーカーに焦点を当て、そのメー

カーがファイナルで敗退すると別の日本のメーカーに焦点を当てるという、うまく

もあり、あざとくもある構成に引き込まれた。単にストーリーだけではなく、ピア

ノメーカーの意味、調律師の役割、演奏者と楽器の微妙な関係も考えさせる描き方

で、興味深かった。見終わってからショパン国際ピアノコンクールはピアニストで

なく、調律師の争いのような気分になった。どうしても 後に浮き上がってきたの

が、優勝者が選んだアメリカのピアノメーカーについてもっと知りたいということ

だ。挑戦者の視点で 後まで構成されているが、王者として君臨するそのピアノ

メーカーとは何なのか、その強さとは何か。またそこになぜか日本人が関わってい

ないことがおもしろかった。調律師の世界で日本人がなぜ多いのかということと同

時に、アメリカのピアノメーカーとの絡みではどういうことが言えそうなのかと考

えさせられた。完成度の高いドキュメンタリーだったが、機会があればそういった

ことを取り上げる番組にも挑戦してほしい。 

 

○  クラシックから縁遠い人たちまで興味を引くような視点で音楽をクローズアッ

プしてくれたことに感謝したい。音の違いを映像で見せることは大変困難だと思う。

調律することでどのように音が変わったのか、聞いている人たちが自分の耳でどう

だろうと思いながらも変わったかもしれないと思えるように番組を作っていたこ

とは、大変なことだと思う。ピアノの仕組みや“なぜ”という部分もきっちりと押

さえていた。調律師の世界は大変おもしろい分野ではあるが、日常の中で捉えた番

組だったらそこまで入り込んで見ることもなかったかもしれなかったと思う。ピア

ノコンクールという極まった場でのありようであったために、うまく捉えることが

できたのだと思う。ＮＨＫでは、ショパン国際ピアノコンクールで使われた日本製
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のピアノでのコンサートを収録したそうだ。そういう形でＮＨＫが“受け継いでい

る”こともうれしく思う。ぜひ続編の番組を作ってほしい。さまざまな楽器メーカー

の歴史を紹介し、皆さんの挑戦の中で、今回は１位が日本のメーカーでなかったと

いうストーリーだったが、2010 年にユリアンナ・アヴデーエワさんは予選から本

戦まで日本のピアノで演奏し、第１位になっている。イタリアのメーカーはいろい

ろなコンクールで優勝者に使われたという紹介があった後に、日本のメーカーのそ

の事実が落ちていたのは気の毒に感じた。前回の第１位からの今回の挑戦であった

という話にしてしまうと複雑になるという考えもあったのかもしれない。事実の部

分とストーリー的な兼ね合いの問題もあるのかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  音の違いを映像で見せることは番組を提案した時に危惧さ

れていたが、実際に収録された素材を見ると、私たちのよう

な素人でもこもったような感じと鋭い感じが分かった。それ

ぐらい調律師の仕事が深いことが素人でも分かった。当初は

イタリアのメーカーの越智晃さんだけで番組を構成する考え

だった。このイタリアのメーカーは大変躍進を続けていて、

ルービンシュタイン国際ピアノコンクールでは上位６人中５

人がそのメーカーのピアノを弾いていた状況で、ショパン

コンクールでも活躍するのではないか、そしてその調律師は

日本人であり、100 万人に１人の耳を持つと言われている越

智さんだった。 初の提案段階では、この越智さんを主人公

にし、２時間番組を作るというものだった。日本の２つのメー

カーについては取材許可だけは取っていた。結果として越智

さんが１次予選で敗退したため、そこから日本のメーカーの

取材を増やしていった。越智さんについては、１次予選で落

ちたとしても、ピアノがまた次の段階で選択されることもあ

るので、ファイナルまで継続して取材を続けていた。毎日、

現地のディレクターと連絡を取り合いながら取材を積み重ね

ていった。１つの番組に１人の主人公が定石だとは思うが、

そこを打破し、主人公が次々と替わっていく形とした。 

 

○  大変興味深く、見始めたら時間がたつのを忘れてしまった。 初に越智さんのこ

とを 100 万人に１人の耳を持つ男という紹介があったが、その後は関連する情報が

あまり出てこなくなった。前半に越智さんのストーリーと日本のメーカーの小宮山

淳さんのストーリーがあったが、前半部分と比べると、後半部分はもう一つの日本
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のメーカーやアメリカのメーカーについての情報が薄味に感じ、もう少しドラマが

なかったのかと思ったが、今の説明を聞いて納得できた。取材も大変だったろうと

思う。取材陣のそういった苦労が番組の中で紹介されていたらもっとおもしろかっ

たかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  日本のメーカーそれぞれにドラマがあったとは思うが、

ディレクター一人、カメラマン一人の体制だった上、調律の

戦略は企業秘密の部分もあり、あのような形となった。結果

的に、主人公や主題が次々に替わる形になったが、反対に斬

新だったかとも思う。 

 

○  おもしろく視聴した。裏方、作り手がバタバタしていたところをドキュメントと

して作るともっとおもしろいかもしれないと思った。なぜピアノの調律で日本人が

そんなに活躍しているのか、日本のメーカーは国内だけのメーカーだと思っていた

が、なぜそんなに世界でシェアを持っているのか、それはどこにつながっているの

かと考えた。２月１３日(土)、１４日(日)の「ＮＨＫスペシャル 司馬遼太郎思索

紀行 この国のかたち」で日本人について特集していたが、同様の観点でなぜ日本

人がそれほど活躍できるのかというところを掘ってもらうと大変おもしろいと

思った。また、ぜいたくかもしれないが、アメリカのメーカーとの対比があると興

味深い点がもう少し強調されたのではないかと思った。 

 

○  ショパン国際ピアノコンクールが大好きで、５年に１回しか開催されないため、

いろいろな観点から関心を持って視聴した。調律師に光を当てるという斬新さに引

かれ、あっという間の 100 分で、すばらしかった。一方、主人公が次々と替わるた

め、いったい何を訴えたかったのか、消化不良の思いもあった。前夜まで自分が調

律したピアノを弾いてくれると信じていたが、翌日演奏者が別のピアノを選択した。

調律師は本当に残念だったと思うが、その演奏者が演奏後に調律師の元に来て悩み

を訴えるときでも、恨みをまったく示さず、温かく助言をしていた。そこに日本人

の懐の深さを感じた。そういったところをあぶり出してくれただけでもこの番組は

すばらしいと思った。ローザンヌ国際バレエ・コンクールをいつもＮＨＫで取り上

げているが、バレエは画面で見ることができる。ピアノは音であり、私にはなかな

か捉えられなかったが、今回は音の迫力も表現されていて、大変苦労して制作した

と思う。いろいろな意味で大変楽しませてもらった。 

 

○  次々登場人物が出てきて、ドラマとしては結果的によい展開だったと思う。越智
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さんは初めから調律師を目指していたようだが、 初は演奏者としてその世界に

入った人もいる気がする。演奏者としての素質と自分の闘いを経て、黒子として、

もっと素質のある人に弾いてもらうために調律師になったというような人間ドラ

マがあるのでないかと思う。そういったエピソードが１つでもあればもっと深みが

出たと思う。ほとんど 100 点満点の番組だったが、プラスアルファとしてそういう

印象を持った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  私たちも調律師はピアニストになりたかった人が多いのか

と思っていたが、音の世界を作ることに 初から興味があり、

調律師を目指す方は結構いるようだ。裏方の苦労を紹介する

こともおもしろいと思う。おもしろい話としては、ショパン

国際ピアノコンクールの事務局はコンクールの演奏や予選通

過発表の様子などをネットで無料同時配信していて、そこに

よくうちの取材クルーが映り込むことがあった。私たちプロ

デューサーは日本でその映像を見ながらディレクターたちが、

何を撮影しているか、誰にインタビューしているかなど、仕

事内容を把握していた。そういった取材の裏側を紹介すると、

確かにおもしろいかもしれない。 

 

○  未知の世界を知ることができ、大変興味深かった。いろいろな場面で日本人が黒

子として活躍していることはあるが、調律師の世界はかなり珍しいほうかと思う。

ダイナミックな闘いであること、音の違い、コンクールから去っていく残酷さみた

いなものも含め、興味深かった。調律師は、ピアノを教える立場でも審査員でもな

いという中立の立場から、ピアニストの心の支えになっていることもよいと思った。

越智さんの所属するメーカーは小さく、ほとんど個人レベルでピアニストと関わっ

ていたり、営業力が高くピアニスト専用の食堂でもてなすメーカーや、見るからに

組織力で運営しているメーカーなど、メーカーごとに違いがあることも発見できて

おもしろかった。一方で、ピアニストの映し方に偏りがあったことに違和感があっ

た。ロシアのピアニストは表面的な取り上げ方だったのに対して、中国のピアニス

トはその家族についての紹介とともに本人の声も紹介されていた。見る側としてそ

の濃淡は解釈しきれなかったところもあった。欲を言っている気もするが、ショ

パンコンクールはアメリカのメーカーが強い、別のコンクールでは日本やイタリア

のメーカーが強いなど、それぞれのコンクールの色合いや、作曲家、音楽と調律、

ピアノの相性などが全体的に捉えられていたらもっとおもしろく見られたかと思

う。またピアノのメカニズムの部分がもう少し分かるとさらにおもしろかったと思
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う。全体的には、大変よい番組だと思った。 

 

○  ショパンコンクールには関心があり、これまでも関連する番組を楽しく視聴して

いたが、今回の番組は大変おもしろかった。コンクールで何人の演奏者にピアノを

選択してもらえるかで、調律の苦労がさまざまであることが紹介されていた。演奏

者、調律師、ピアノ、オーケストラ、会場、作曲家、その組み合わせでさまざまな

ことがあることが分かった。調律師の腕だけではなく、ピアニストの腕もあるはず

だが、ピアニストの腕と調律師の組み合わせの妙みたいなところをさらに伝えてく

れるとよかったと思う。優勝者が演奏したアメリカのピアノは、オーケストラと演

奏する際に華やかさがあるため、ピアニストは決勝でピアノを切り替えていた。ピ

アノそのもののよさだけではなく、そういった周囲との兼ね合いの中で、どのよう

に演奏すれば高く評価されるのかということが見られ、興味深かった。また、あま

り脚色していないところがよかった。素直に取材し、素直に構成したところが大変

よかった。プロのすごさ、一芸に秀でるとはこういうことかと勉強になった。引き

続き普段われわれの気がつかないところでプロが活躍していることを教えてほし

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

  私どもも胸を張れる番組であり、同じような番組をまた

作っていきたい。私は音楽についてそれほど詳しくないが、

ＮＨＫ交響楽団の首席指揮者のパーヴォ・ヤルヴィさんに、

音楽の素人として「作曲家、指揮者、アーティスト、聴衆が

いるわけだが、聴衆には作曲家の意図がどれほど伝わってい

るのか、あるいは違うものになっているのか」と質問したと

ころ、ヤルヴィさんは「まったく違うものだ」と答えていた。

調律師はその関係性の中でどこに入るのか、だれに合わせて

調律を行うのか、ピアノの音が曲によってどんな違いが出て

くるのかなどは、考えても楽しい疑問だ。調律によって聴衆

にどんな影響を与えるのか、素人として今後も見ていきたい

と思う。 

 

  今回描ききれなかったものはたくさんあるが、中でも曲と

調律の関係がある。１次から４次予選まですべて違う課題曲

であり、それぞれの曲に合わせ、細かく調律が行われている。

そういったことを次回の５年後にはさらに細やかに紹介した

い。調律師たちの闘いは実際はもっと激しいもので、そういっ
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たことも含め今回の反省点を生かしていきたい。ありがとう

ございました。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「震度７ 何が生死を分けたのか～埋もれた

データ ２１年目の真実」を見た。あれだけのデータを分析できるのはＮＨＫらし

いと感心した。 

 

○  １月３１日(日)のＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？～ 新科学で迫る

ニッポンの子育て～」を見たが驚きの連続だった。赤ちゃんの夜泣きの原因、お母

さんたちの不安の原因などが科学的にここまで解明できるのかと驚くと同時に、自

分の来し方を振り返ると何と理解が足りなかったのかと反省を強く迫られ、印象に

残った。女性だけでなく、男親が子どもを持つ、あるいは育児をすることで脳科学

的に変化が生じることはないのか、そういうことも知りたいと思った。番組の端々

で夫の接し方の話、社会の子育てに対する関わり方など、問題点のようなことがい

くつかあった。今回のテーマからは外れてしまうだろうが、男性の育児参加、社会

と育児との関わり方などについても深く掘り下げる番組を制作してほしい。今は少

子化、乳幼児虐待・殺害などのニュースが飛び交う世の中で、参考になるのでない

かと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？～ 新科学で

迫るニッポンの子育て～」は担当した女性ディレクターが自

ら育児をし、時短勤務をしながら制作した番組で、ワーク・

ライフ・バランス的にも成果のあった番組だ。いただいた意

見をフィードバックし、励みにしたい。 

 

○  ２月６日(土）のＮＨＫスペシャル「史上 悪の感染拡大 エボラ 闘いの記録」

は、ウマル・カーン医師の警告があったにもかかわらず、結果としてエボラウイル

スが拡大してしまったという番組だった。だれが映像を撮影したのか、エボラウイ

ルスがまん延しているところに撮影しに行くのは大変だったのでないかと思う。そ

こからわれわれが何を学ぶのかということも報道してくれたことは意味があり、大

変すばらしい番組だった。海外の番組を購入してきたのかは分からなかったが、大

変よい番組だった。 
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（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「史上 悪の感染拡大 エボラ 闘いの

記録」はＮＨＫが撮影したものだけではなく、病院のスタッ

フたちが記録していたものを現地で交渉し、少しずつ集めた

映像も含まれている。ＮＨＫ独自に取材を１人１人行い構成

した番組だ。現地に入れるようになるまでに時間が少しか

かったため、放送まで１年ぐらいかかった。発症当時からこ

の番組を作ろうという記者、ディレクターの熱意のたまもの

ということで先日ようやく形になった。 

 

○  ＮＨＫが作った番組で、映像は現地の方が撮ったということか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  購入ではなく、ＮＨＫで独自に構成した番組であり、映像

もＮＨＫ撮影が主体で、現地の人が撮った映像も含まれてい

るということだ。 

 

○  ２月９日(火)のはに丸ジャーナル「はにスクープＳＰ パクリの境界線を追

え！」(総合 後 10：55～11：20)を見た。はに丸のことはよく知らず、３０年前に

番組があったこともまったく知らなかったが、たまたま新聞を見ていて何となく視

聴したが、大変おもしろかった。はに丸の質問が共感できる内容で、思わず引き込

まれた。大人から子どもまで楽しめるジャンルとして期待できそうな番組で、次の

放送が待ち遠しいと感じた。はに丸の質問の内容、透き通るような声、特に笑い方

が楽しそうで、「はにゃ」と言うときの間の取り方もうまくできていると思った。

時事問題に切り込む新しいキャラクターとして活躍していってほしい。はに丸の横

にいるひんべえにも何か役割があれば、もっとおもしろいのではないかと思った。

これから時事問題を扱う番組では、はに丸は欠かせなくなるのでないかとおもしろ

い印象を持った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回が３回目の放送だった。はに丸は３０年前に小学生向

けの歴史番組のキャラクターだったが、番組が終了してから

３０年の間に世の中がずいぶん変わったという視点で、今の

世の中の疑問を指摘するという番組だ。制作スタッフと一緒

に何を取り上げ、どういう質問をするのかは考えているが、
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タイミングよい会話を可能にしているのは、はに丸の声を担

当しているのがアニメなどで有名な声優の方で、常に撮影現

場のはに丸の隣にいて声を出しているためだ。相手との距離

感、タイミング、質問の仕方が大変さえている方だ。これか

らも取り組んでいきたいし、どういう形だったら定時的に制

作できるのか、安定した番組にできるのかも考えたい。 

 

○  ＮＨＫの取材力はすばらしいといつも思っている。２月１１日(木)の「城から消

えたダ・ヴィンチ『糸巻きの聖母』の数奇な旅」(総合 前 8:15～8:59)を見た。城

から消えたレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画を追いかけていたが、私たちにはなか

なか入ることができないフランスやイギリスの貴族の暮らしの中で名画がどう守

られてきたか、盗難されたいきさつなどが見られ、おもしろかった。「岩合光昭の

世界ネコ歩き」も好きだが、ＮＨＫの取材力はすばらしいと思う。 

 

○  ＮＨＫはアーカイブスを多く所有しているが、それをどう活用するかはそのとき

どきの歴史認識の判断みたいなものもあると思う。北朝鮮が水爆実験を行ったとい

う発表にレスポンスした形で、アーカイブをひもといていた。２月１４日(日)のＮ

ＨＫアーカイブス「“核なき世界”はいつ～湯川秀樹のメッセージ いま再び～」

は、湯川の存在と発言がどこまで今のわれわれに響くのかという問題意識から視聴

したが、あれだけ気骨のある人生を生きた方の、ことばと行動をしっかりと映像で

撮っていたと思う。湯川が科学者としての道から核廃絶の社会運動家としての仕事

にかじを切るきっかけとなったアルバート・アインシュタインとの交流がよく描か

れていた。湯川の奥さんの証言として、アインシュタインが湯川の手を握ってポロ

ポロと涙を流し「悪かった。われわれが作った原爆で、広島ではあれだけの人を殺

してしまった」とざんげをしたという話も紹介された。その立場にあった人でなけ

れば発しえない、今に残ることばの数々があった。アーカイブスとしてよかったと

思う。 

 

○  「これでわかった！世界のいま」を大変楽しみにしている。軽やかな演出を行っ

ている側面と、課題や問題となるニュース解説の切り込み方に、制作現場の思いの

強さを発揮させる効果が若干あるように感じ、言いたいことをある程度言えている

ニュース解説番組として私にフィットしている。ＮＨＫでここまで踏み込んでよい

のかと思うこともある。たとえば 1 月１７日(日)には、台湾総統選挙を取り上げて

おり、若い人たちのパワーの源は、過去の経緯にさかのぼると実力行使によって得

られた実感から来ているなどと踏み込んだ解説をしており、その内容に驚いた。そ

ういうニュースの解説に制作現場の思いもいろいろな形で仮託されていて、その熱
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い思いが伝わる番組だ。ところどころでそういう切り口をＮＨＫには確保して続け

ていってほしい。海外の事柄で言いやすい側面はあるのかもしれないが、世界のい

まも含む日本のいまという観点で踏み込んだ番組作りができるように応援してい

きたい。 

 

○  「これでわかった！世界のいま」は大変おもしろい。出演者たちの素朴な疑問に

対し、きちんと解説をしてくれるのがおもしろい。おもしろいと思っているところ

で１時間目としての項目が終わり、２時間目として次のテーマに変わるのも興味深

い。家族で見る人もいる放送時間帯であり、よいと思う。私もときどき見ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「これでわかった！世界のいま」は、タイトルのとおり「こ

れでわかった！」と言っていただけるような国際ニュース番

組にしたいという思いで作っている。授業のような形態にし

たのは、若い世代も含め、国際ニュースに親しんでもらいた

いという意図だ。「これでわかった！」と言ってもらうために

は、現場で取材している人間の実感も込め、分かってほしい

という熱意が伝わる番組にしたいということで取り組んでい

る。国際ニュースはなかなか見ていただけない部分もあるが、

そこを乗り越えて、「これでわかった！」と言っていただける

番組にしていきたい。 

 

○  １月２３日(土）の戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 

未来への選択 第７回「難民・外国人労働者 異国の民をどう受け入れてきたのか

～」(Ｅテレ 後 11:00～翌 24 日(日)前 0:29:30)は、シリア難民の日本での受け入

れが６０数件で、認められたのは３件しかなく、外国の人と一緒に暮らすための社

会をどう作るかということを取り上げていた。ヨーロッパであれだけ難民の問題が

起きているにもかかわらず、日本は難民の受け入れがこんなに少なくてよいのかと

いう問題が常にあると思う。実際の難民の受け入れ問題の難しさを含め、日本人と

してどう取り組むのかはこれからも継続して取り上げてほしい。 

 

○  ２月１０日(水)のスーパープレゼンテーション「熱血校長奮闘記 高校を立て直

せ！」はアメリカの貧困地区にある学校を立て直した女性校長先生の奮闘記で、な

かなか見応えがあった。日本でも「スーパープレゼンテーション」のような番組を

作ってもらいたい。日本にもすばらしい人たちが大勢おり、いろいろなプレゼン

テーションの仕方があると思う。ご一考いただけないかと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

  日本でも制作できないか、考えてみたい。 

 

○  二・二六事件から今年８０年だ。一つの節目に番組を作ることが多いが、いつも

よいものができるわけではない。２月１４日(日)のこころの時代～宗教・人生～ 

シリーズ私の戦後７０年「かくも長き道のり」を見た。陸軍教育総監だった渡辺錠

太郎さんの娘・和子さんは、ノートルダム清心学園の理事長で著名な方だが、今回

は二・二六事件の一方の当事者として出演していた。和子さんと取材したディレク

ターの間に相当長い信頼関係が築かれていることを感じられるインタビュー内容

で、その関係の中で和子さんの話がどんどん深化していく印象を受けた。それもよ

かったが、もう一方の当事者が錠太郎さんの息の根を止めた反乱軍の兵士、安田少

尉の弟善三郎さんで、天皇陛下に背いたという烙印(らくいん)を押され、戦中も、

戦後も、鬱屈した家族それぞれの人生をよく引き出してくれたと思う。事件が起き

たとき善三郎さんは１０歳で、それから罪の意識がずっと消えなかったが、あると

き偶然に和子さんと二・二六事件の法要で出会い、和子さんが兵士の墓にも参って

くれたことをきっかけに自分の戦後がようやく終わり、人生の転機を迎えることが

できたという感じもよく出ていた。二・二六事件を扱う番組としてはよい出来かと

思った。 

 

○  Ｅテレは昔、内容が固い番組が多かったが、 近は大変工夫された番組が多く放

送されている。その１つが「すイエんサー」だ。ＮＨＫらしからぬ作り方だが、大

変おもしろい番組だ。こういう形でサイエンスのおもしろさを訴えることもあるの

だと思った。実験番組もぜひ続けてほしい。先日、重力波が検出されたが、その報

道についても、理解が難しい重力波を分かりやすく一般のニュースの中で解説して

いた。そういう意味でも力を入れて取り組んでいる印象を持った。「すイエんサー」

をはじめ、科学のおもしろさを伝える番組をいろいろな角度で制作していってほし

い。 

 

○  「世界入りにくい居酒屋」が大変おもしろくて好きだ。なぜそんなにおもしろい

のかと考えると、視聴者を動的に巻き込み、番組を受け身で見るのではなく、裏トー

クみたいに画面で話す人たちとともに、旅雑誌を読んでいるかのような演出で、自

分でそこに入って味わえるからではないかと思う。テレビが何かを伝え、視聴者が

それを受け取る、スイッチを押し、双方向で何かをするのではなく、見ている人の

視点がいろいろな形で参加できるような番組の形があればとても広がるのでない

かと思う。社会問題など難しい問題も、小さな問題も、難しいと思われる芸術も、
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切り口、視点を変えたり、撮り方によって関心を呼ぶことができる。かつてドイツ

に住んでいたことがあるが、ドイツの番組は戦争については大変シビアで、自分の

国のことなのに、本当にドイツ人に向けてこんな番組を流すのかというものが多く

とても驚いた。日本は割と感情に訴える作り方が多いと感じる。国民性が異なるた

め、日本にドイツのような番組を作って受け入れられるかというと違うかもしれな

いが、今の視点の切り口をさまざまな方向から捉えることによって、厳しいことも

うまく伝えることができるのでないかという可能性を番組から感じた。 

 

○  ２月８日(月)の衆議院予算委員会で高市早苗総務大臣が「放送局が政治的な公平

性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、停波もありうる」というような発言を

し、話題になった。ＮＨＫではどの程度そのことについて放送で伝えたのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  予算委員会のニュースを伝えた際に、高市総務大臣の発言

内容と、安倍総理大臣の発言について、メインのニュースの

中で伝えた。 

 

○  質問の仕方等で、文脈が微妙なものを含んでいたことはよく分かる。かなり踏み

込んだ発言でもあり、議論も呼んでいる。放送局自体のことでもあり、どんな形で

も踏み込んで解説するか、コメントを取るようにしたほうがよかったのではないか。

高市総務大臣は確かにしつこく質問を受けていた部分もあるが、本人もこだわりが

あるように見受けられるし、「停波」ということば自体が引き起こすインパクトに

こだわる以上に、その背景に何があるのか、放送について政治的な緊張があるのか

ないのか、社会の要請はどんなものなのかということをこの機会に掘り下げてもよ

かったのでないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  一つひとつの番組の中でバランスを取るべくベストを尽く

すというのがわれわれのやり方であり、放送全体として公平

性を確保するようにしている。過去の総務大臣は、「放送は全

体でバランスを取らなければならない」と言っている。今回

の件では「政府統一見解」が示されたが、前のスタンスを踏

襲し、「全体でバランスを取るべきだ」という見解だと理解し

ている。ＮＨＫはなぜ放送でそのことについて積極的に伝え

ないのかという質問だが、そのつどニュースでも伝えている。 
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○  本日午後からの民主党の山尾志桜里議員と安倍総理大臣、高市総務大臣の質疑を

聞いた。「政府統一見解」には全体のバランスを取る部分と個別の番組でも対象に

するという２つのことが併記されるような形で記載してある。政府と質問者の間で

どちらが政府の意図なのかというやりとりがあったことに対し、政府側、安倍総理

大臣にしても高市総務大臣にしても、“全体でバランスをとる”ということが、政

府としての 終的な結論であるという答弁になっていなかった印象を受け、個別の

番組でも対処することはまだ生き延びていると感じた。それだけ解釈の難しい問題

だと思う。一つのニュースで終わらせるのでなく、言論機関、放送機関に対する大

きな課題として、解説をもっと深めるべきだと思う。両論を紹介することでもよい

し、全体を見て判断する形でも、放送で伝えたほうが、安倍政権からのＮＨＫの自

律性が浮かび上がり、見ている側にとっても安心感の持てる報道になるのでないか

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  いま一度「政府統一見解」をよく見てみたい。われわれに

とっても言論の自由はきわめて重要なことで、無関心ではな

い。 

 

○  国会で取り上げられており、視聴者から誤解を受けないためにも、何らかの形で

ＮＨＫの基本的な考えを伝えたほうがよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫは放送の自主・自律を守っていく。いろいろな考え

はあると思うが、放送の自由にも深くかかわる問題だと認識

しており、十分に考えながら取り組んでいきたい。 

 

○  ＮＨＫが認識し考えていることを伝えた方がよいのではないか。考えていても伝

えないと一般の人には分からない。 

 

○  何をもってバランスというのかがはっきり分からない。ＮＨＫとしてどう考える

のかは世の中に言っていくべきだ。ＮＨＫが政権寄りだとは思わないが、ＮＨＫだ

けではなく、民放も含めて政権に対して一歩引いていて、今までの放送と違うとこ

ろがずいぶん出てきているような気もする。ＮＨＫとしてどう考えるのかをきちん

と発言したほうがよいと思う。「クローズアップ現代」問題のときも過剰演出か、

やらせかという線がはっきりと分からないままで、そこは平行線のため私もこれ以

上は言わないが、ＮＨＫが何を考えているのかは、どこかで発言してほしい。 
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○  ＮＨＫの番組の中で女性職員の活用の仕方、特にアナウンサーの活用の仕方につ

いて。ＮＨＫにはすばらしい女性アナウンサーが歴代存在しているが、年を少し重

ねるとＥテレなどで朝や夜の番組を担当するようになってしまっているように思

う。あの方々の落ち着きのある語り口や見識は、ゴールデンのニュースなどで活躍

してもおかしくないと思う。ときどきイギリス、フランスを訪ねてテレビを見ると、

年配の女性アナウンサーが堂々とメインの時間に出演している。ＮＨＫでは４０歳

ぐらいになるとあまり見ることがなくなり、もったいないと思う。若い女性アナ

ウンサーで 近は極端に短いスカートをはいている方がおり、ニュース番組でこの

短さは心配だと思うことがある。インターネットではＮＨＫ女子アナの美脚という

コーナーができているぐらいだ。そういう楽しみ方はいけないと堅いことを言うつ

もりもないが、ニュース番組に出ている方の服装の見識は考えていただきたい。ま

た、もう少し年配の女性アナウンサーの力をゴールデンの時間でも活用してもらえ

れば、若い人たちにとってもよいのでないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  貴重なご意見だ。４０歳を過ぎると起用しないということ

はない。もともとわれわれの世代は女性をそれほど採用して

いない時代で、相対的に目立たないことがあるかもしれない。

「歴史秘話ヒストリア」の渡邊あゆみアナウンサーなど、ベ

テランも活躍している。服装の問題は華美にならないように

現場に伝えている。しかし現にそういうインターネットサイ

トがあるということで、そういう目で見られていることは確

かにあるのかもしれない。海外のさまざまなニュースをＢＳ

で放送しているが、女性アナウンサーの服装はオーソドック

スなのも確かだ。そういう印象を受けないように現場に注意

したい。 

 

○  北朝鮮のミサイル発射の報道でＮＨＫは動画を撮っていたが、驚がくの映像だっ

た。北朝鮮のプロパガンダの映像はともかく、報道として実際に垂直に上昇すると

ころを撮った映像はほかになかったように思う。そもそも打ち上げの時間帯もはっ

きりしていないものを、場所を確保することも含め、いかにして撮影したのか。大

変すごい映像だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  東倉里(トンチャンリ）という発射場の上空を俯瞰（ふかん）
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して見られる街が中国と北朝鮮の国境の中国側にある。そこ

のホテルを借り、カメラを持ち込んで待機していた。北朝鮮

から発射の予告があったためその前にホテルに入り、朝から

ずっと見続け、打ち上がったところを撮影した。今回はたま

たま天候もよく打ち上げを撮影できた。ＮＨＫだけではなく

各テレビ局が同じようにそのホテルにカメラマンを派遣して

いた。 

 

  前の日にＮＨＫはミサイルの発射の日取りが前倒しされた

という特ダネのニュースを伝えており、その日に打ち上げる

とほとんど決まっている感じだった。ＮＨＫも民放各社も、

そこで準備していたということだ。 

 

○  大相撲初場所で大関・琴奨菊が初優勝し、１０年ぶりの日本出身力士の優勝と

なった。確かに事実だが、あまり１０年ぶりということにフォーカスすると、その

間に頑張っていた外国出身力士が気分を悪くするのではないかと思う。大相撲も国

際化し、日本出身力士の１０年ぶり優勝というのはニュースだと思うが、そこだけ

取り上げるのもどうなのかと感じた。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

１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、 

１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、経営計画における「達成状況の評価・管理」（２７年度第３四半期・

１０～１２月について）、平成２８年度国内放送番組編成計画およびインターネット

サービス実施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、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  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   委 員      秋池 玲子（ボストン コンサルティング グループ シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター） 

有森 裕子（元マラソンランナー） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         永田 紗戀（書家／花咲く書道 Studio Saren.Nagata 主宰） 

         仲道 郁代（ピアニスト） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

         藤村 厚夫（スマートニュース株式会社執行役員メディア事業開発担当） 

増田 雅己（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 

（主な発言） 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」 

（２７年度第３四半期・１０～１２月）について＞ 

 

○  質的指標と量的指標のデータを年に４回説明してもらっており、大変手間のか

かったデータとして受け止めている。今回のように、ほとんど変化が見られない場

合、善戦しているのか、改善されていないのか、評価が大変難しい。調査を始めて

から、顕著な変化があり、何らかの対応を行い指標が改善したケースはあるのだろ
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うか。そうであれば調査や議論に意義があるということになると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  前回の報告では「クローズアップ現代」と大河ドラマ「花

燃ゆ」の指標が全般的に下がっていた。「クローズアップ現

代」では「１．丁寧に取材・制作されている」「２．正確な情

報を迅速に伝えている」が課題となっていた。大河ドラマ「花

燃ゆ」はいくつかの指標でマイナスとなっており、 近では

大きな変動だった。今回あまり変化が見られないということ

は、前回下がってしまった指標がきちんと回復していないこ

とを意味していると思う。大河ドラマ「花燃ゆ」は放送が終

了しており、新しい「真田丸」でどのような指標となるかは

注目している。「クローズアップ現代」も新年度には新しい番

組となる予定だが、今年度の放送も含め、信頼を回復してい

くために努力をしているところだ。残念ながら、顕著に回復

したということは申し上げられないのが現状だ。 

 

○  第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白！」の視聴率は３９．

２％で、それほど悪い数字ではないのかもしれない。芸能人が応援するパートで、

ほぼ裸のお笑い芸人が出てきた。ＮＨＫは品位のある番組を提供してくれるから、

家族で見るところがあると思うが、ほぼ裸の人を出演させる必要があったのかと疑

問に思った。そういう意見は寄せられなかったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  そういう意見も頂いた。特に「ＮＨＫ紅白歌合戦」は幅広

い年齢層に見ていただいていることもあり、悪ふざけのよう

なことがあってはよくないという意見もあった。今後の番組

作りの参考にしたい。 

 

○  多少の違和感があった。歌合戦であり応援団がいろいろ出てくるのはよいが、１

人だけが際立っていた。考慮してほしい。 

 

○  視聴率の数字は平均だと思うが、科学の世界では変動率というか、標準偏差のよ

うなものがある。そういう統計は出していないのか。毎日の値を平均して算出して

いるのか。 
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（ＮＨＫ側） 

  そのとおりだ。四半期の値の変動については、統計的な差

があったかどうかを注視している。 

 

＜平成２８年度国内放送番組編成計画 

およびインターネットサービス実施計画について＞ 

 

 

○  番組の編成を変更することは大きな意思決定で、今回は平日の時間帯を、総合テ

レビを中心に変更しており、いろいろと検討したうえでの意味のある変更だと思う。

私たちはその断面しか見ておらず、改定した結果がどうなったのかは調査結果に表

れており、おそらく組織の中での試行錯誤の結果を反映させ、取り組んでいると思

う。視聴者のニーズは変化していくもので、編成の変更が将来に生きるように取り

組んでいってほしい。調査の結果でテレビに期待している番組として、午後７時台

は「気楽に楽しめる番組」が多いとのことだが、正しくニーズをくみ上げているの

かどうかだ。ある程度、継続的に取り組まないといけないところがある。一方で、

「気楽に楽しめる番組」という調査結果に引っ張られるが故にそのような番組を制

作し、調査結果がそう出てしまうところもあるかと思う。その辺りで工夫している

ところがあれば教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「いつもこの番組を見ているからこの時間帯はこういう番

組を見たい」という意見が調査で出てきやすいことは承知し

ている。ＮＨＫを見ている人では、「１．世の中の動きが分か

る番組」は「ＮＨＫニュース７」と「クローズアップ現代」

のある午後７時台、「ニュースウオッチ９」のある午後９時台

が高い結果となっており、ＮＨＫの編成に合った形で視聴者

が見ているということだ。生活時間帯の変化に合わせ、今の

編成に満足している方や、新しいニーズを欲している方に合

うような編成はどうあるべきかを、総合的に判断し改定を行

うつもりだ。ＮＨＫとして、視聴者に見ていただきたい番組

はどういうものなのかを意識し、新しい編成計画に基づき、

番組の内容を高めたいと考えている。午後７時３０分から８

時４５分に、家族で楽しんでいただけるＮＨＫらしい番組を

作るために制作現場とも話し合い、新年度に向けた作業に

入っているところだ。 
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○  年末にＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)の影響試算を農林水産省、政府全

体が出し、農林水産業は 2,000 億円ぐらいのマイナス影響があるのでないかという

ことだ。もともと日本の農業は右肩下がりの崖に入りかけているところであり、そ

こからさらに 2,000 億円下がると言われることに現場である農業関係者は違和感

を持っている。しかしながら、そのこと自体が問題なのではなく、崖にいること自

体をどうするのかを論じてほしいと思う。「日本農業の問題は兼業農家だ」という

人がいるが、そうではない。こういった指摘をする人は、兼業農家が農地を手放さ

ないから、大規模化したい農業者が大規模化できないと思っているが、そういう時

代は終わっている。農地は余っているが、活用できる人がいないのが今の状況だ。

かつて農業経済の世界では、農地や農産物の需要が限られているために農業者が減

ることで生産性が上がると言われ、それが正しい時期もあったが、常識は変わり、

そうではない時期に来ている。ＮＨＫは世の常識を問う力を持っており、こういっ

た日本農業をテーマにした骨太な情報発信をするべきだと思う。 

 

○  消費者としてスマートフォンを使っている者からすると、インターネットサービ

スを利用してより積極的に、津々浦々まで、そしてリアルタイムに情報を届けるこ

とは、受信料収入を得ているＮＨＫが持つポジションとしても、より大胆に行うの

がよいと思う。しかし、民業との兼ね合いも含め、その動きは少しずつに見える。

現状では、利便性の高い情報、ＮＨＫが得意とする機動性の高い情報、質の高い情

報すべてについて、インターネットを介して即座に欲しいと思っている方々が大変

多いのではないか。スマートフォンを一つのユニバーサルな受信機と考えたときに、

そこが多くの方々が望むことであり、どう充実させていくのか重要だと思う。例え

ば英国のＢＢＣなどでは政府からのコスト削減要請が高まっており、外部に向けた

情報発信については、事業者などから積極的に収入を得て、その収入を前提にコス

トを適正化する動きがあると聞いている。今後の大きな枠組みの中で、いかに事業

収入を得て、豊かな情報発信を行うかという観点についても、インターネットサー

ビスは重要な分野だと思う。ＮＨＫがどういう方向に向かっているのかを伺いたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫの機動性のある情報、正確な情報を多くの視聴者が

求めているのは時代の流れで、ご指摘のとおりかと思う。

ニュースも関連団体を通じ、各事業者に有料で配信している

ものがあり、副次収入という形でＮＨＫの予算に組み込まれ

ている。テレビだけを見る時代は速いスピードで変化してい

く。民業にも配慮しながら、インターネットサービスでいか

にＮＨＫのニュースやコンテンツを見てもらうのかは、法律
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の改正等もにらみながら進めている。 

 

○  看板番組の一つである「クローズアップ現代」を「クローズアップ現代＋（プラ

ス）」にリニューアルし、放送時間帯を午後１０時に移すことについて、午後７時

半ぐらいは“ながら”で見る人が多く、じっくりと専念して見てもらえる人の多い

午後１０時台に移すという説明だった。そのほうが私自身も視聴しやすくなるので

歓迎したい。一方、主婦層、中高生、高齢者が“ながら”で見ることができる時間

帯である午後７時半ぐらいに良質な時事問題を扱い、社会的な警鐘を鳴らす、啓蒙

することができる番組があることは意義深かったのかと思う。また、民放のバラエ

ティー番組を見るよりは「クローズアップ現代」がよいと思って視聴している人も

いたのではないかと思う。来年度の編成で、民放と同じような種類の番組が午後７

時半ぐらいに並ぶことになることは、そういう意味では残念だという感想を持った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「クローズアップ現代」で放送しているいろいろなテーマ

について、去年の夏に「ＮＨＫのニュースは見るが、『クロー

ズアップ現代』をあまり見ない」方を対象にインタビュー形

式で調査を行った。「このテーマだったら本当は見たいが、午

後７時半には家にいない」「午後７時半は仕事中で見られな

い」という方が多かった。「『クローズアップ現代』がもっと

遅い時間帯であれば見られるのに」という意見も頂いた。そ

ういったさまざまなことを考慮して新しい編成にした。指摘

された視点も重要だと考えている。 

 

○  私も同じポイントに注目した。変更する部分が多岐にわたっているが、それなり

の理屈の中で展開されており期待できると思う。エンターテインメント系を午後７

時半以降に、報道番組をその後にまとめ、夜９時から報道番組を見てもらおうとい

うことだと思う。夜９時以降はなかなか見応えがあると思う。「ニュースウオッチ

９」「クローズアップ現代＋（プラス）」「ニュースチェック１１」という編成に期

待したい。ある意味で、この編成は、民放と夜のニュース番組を競い合うようなポ

ジションに入ることもあると思う。民放番組に対するＮＨＫの独自性をどう意識し

ているのかを聞きたい。「ニュースチェック１１」は現在の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」

とどう変わるのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  午後１０時台や１１時台は民放でも報道番組を放送してい
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るが、どの放送局もわれわれが考えているように、仕事を終

えられた方々が視聴する時間帯だから編成しているのだと思

う。来年度の番組編成を考える際に、ＮＨＫの接触者率や視

聴率が長期的に低落傾向にある問題が根源にはある。特に５

９歳以下について、ＮＨＫの番組を視聴してもらえないとい

う課題がある。ＮＨＫは、視聴率のみを追いかけているわけ

ではない。視聴率にかかわらず必要とされるものは放送する。

一方、受信料を頂いている立場からすると、見てもらえない

人たちをなるべく少なくしたい思いもある。見てもらえない

ことは、受信料も払っていただけないことにつながりかねな

い。民放とは違う意味で、年層ごとに平均して見ていただけ

るような番組を提供する必要はあると思う。Ｅテレでは子ど

もたちに大変人気が高い番組があるが、Ｅテレを卒業する年

代が徐々に低年齢化しており、ティーンエージャーにはなか

なか見てもらえないといった問題もある。そうしたことを総

合的に勘案し、今回の編成を作っている。結果的には午後９

時から報道系番組が並ぶことになったが、それぞれの番組の

特徴をきちんと出し、ＮＨＫらしい番組を提供したい。午後

７時台は娯楽番組に分類される番組が多く並んでいるが、

「ＮＨＫらしさ」を生かした娯楽を提供できないかと考えて

いる。「ＮＨＫらしさ」についての定義は難しいが、ＮＨＫは

公共放送であり、より強く意識している。そういう視点から

ニュースやドキュメンタリー、その他の番組も、ＮＨＫらし

いよいものを提供したい。 

 

  午後７時半からの番組は民放と同じような番組ではないか

という指摘があったが、私たちは民放のよいところを学びは

するが、さらにひと味違うものを制作したいと思う。いま放

送している「ブラタモリ」は、相当に深く調べて、地域の文

化や歴史などを、敷居を低くした形で紹介している。いろい

ろな方に見てもらいやすいように努力しているが、内容その

ものは相当高度な情報で、こういうことを知っていただくと

楽しいということを詰めて、お届けしたい。 

 

  来年度の番組編成は新鮮味を出すことかと思う。今までの

ＮＨＫでは、大体同じ時間に同じような番組を放送してきた
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が、５９歳以下の現役世代の人たちでＮＨＫの番組を見てい

る人は少なく、それで本当によいのかということだ。また、

生活時間も大きく変化してきており、そういったことも踏ま

えて編成を変えた。午後７時半から９時の時間帯で、新たな

一家団らんの形を構築できるのではないかということも含め、

親子で楽しめる時間帯を設けたいという編成局の強い要望も

ある。「クローズアップ現代」をリニューアルして午後１０時

台に移すことが、どういう変化を呼ぶのかも含め、チャレン

ジすることにした。編成を変更することは大変なことだが、

思い切ってチャレンジしてみたいということだ。 

 

○  「クローズアップ現代」の変更は、大きな挑戦だと思うが、私は妥当で意欲的な

挑戦だと思う。今回考慮したことを、文章に記載したらどうか。変更した目的など

の記載がないと、よかったかどうかの評価がしにくい。また、いろいろなドラマ番

組があるが、民放と比較し、視聴率がどうなのかも知りたい。ＮＨＫらしい社会性

を持ったドラマを放送するのだろうが、あまり暗いと、家族がチャンネルを変えて

しまうことがある。ドラマに対する評価もしてもらえるとよいと思う。 

 

○  インターネットサービス実施計画について。若い世代のＴＶ離れは今後加速する

ものと思われる。ＮＨＫにおいてもインターネットサービスを付随サービスとして

ではなく、コンテンツの主要なアクセス方法と位置づけ、早急に体制を固める必要

がある。また、インターネットコンテンツの作成においては、スマートフォン画面

で視聴することも想定し、インターネットならではの双方向コミュニケーション、

若い世代の感性に訴えかける番組の作成など、各局の若い世代の意見を積極的に取

り入れることを期待したい。テレビ視聴者との不公平感が出ないよう、受信料制度

の抜本的な見直しについても早急に着手するべきだと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

（ＮＨＫ側） 

  昨年１２月に開かれた中央放送番組審議会で、委員から１

２月１２日(土）と１９日(土)に放送した超絶 凄（すご）ワ

ザ！「地震に打ち勝て！究極の“揺れない住宅”対決」に対

する意見をいただいた。１点目、番組では建物のいちばん上

の部分に免震構造を用いて揺れを吸収する構造を紹介した。
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それについて委員から「先行する研究や実験施設が存在して

いるのに、そのことに触れなかったのは科学技術のオリジナ

リティーを軽視するものだ」という意見があった。２点目に、

地震の揺れをレールとローラーを使って縦の位置エネルギー

に変換することで揺れを抑える技術について番組の中で「独

自」と表現したが、委員から「その技術はすでに商品化され

ている」という指摘があった。この２点について、制作を担

当した名古屋局とともに調査を行った。１点目について、番

組で紹介した塔頂部免震機構という技術は、建設会社の技術

研究所に実物としてすでに存在していた。番組制作者も取材

で、その事実を認識していたが、出演者が「建設会社の技術

と自分の技術は厳密に言えば違う」と主張したため、塔頂部

免震機構でそれまで積み重ねられてきた研究の説明、先人の

成果を省略したまま取り上げてしまった。塔頂部免震機構の

技術については、これまで積み重ねてきた研究の成果をき

ちんと紹介し、そのうえで今回の出演者が発案したアイデア

を紹介するべきだった。２点目について、番組で紹介した、

ローラーと傾斜レールにより免震するアイデアを使った技術

は、委員の指摘どおり、ショーウインドーの免震技術として、

すでに商品化されていることが分かった。番組では当初、出

演者が特許を持つ基底部にラグビーボール状の免震構造を設

けたオリジナルの技術で挑んだが、重さなどの制限の中で実

現出来なかったため、ローラーを使った構造に切り替えた。

その際に特許や先例がないかをきちんと確認するべきだった

が、出演者自身も既製品などの存在を知らなかったこともあ

り、そのままその技術を番組で取り上げた。ローラーとレー

ルによる免震技術を採用するならば、既製品の免震技術を紹

介し、そのうえでそれを５層それぞれに使用することが出演

者のアイデアであると伝えるべきだった。 

  指摘いただいた委員に上記の結果を報告し、委員からは「Ｎ

ＨＫの番組は基本的に丁寧にデータの出所を表しているが、

このたびの放送は丁寧さを欠いていた。科学は基本的に積み

上げであり、過去を軽視してはならない」というメッセージ

をいただいた。さらに委員からは「巨人の肩に立ったから万

有引力を発見できた」というニュートンのことばを教えてい

ただいた。巨人、つまり先人たちの研究の積み重ねのうえに
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自分の発見があるという意味の偉人の発言だ。「科学技術に

おいてオリジナリティーを尊重することの重要性をきちんと

踏まえ、今後の取材、番組制作に臨んでほしい」と激励もい

ただいた。 

  １月１５日(金)にＮＨＫ内で放送倫理委員会を開催し、今

回の「超絶 凄（すご）ワザ！」の放送を取り上げた。取材

の経緯や放送内容について事実を周知したうえで、委員から

指摘された科学技術の分野でのオリジナリティーを尊重する

取材、番組制作のあり方を全放送局に徹底した。ディレクター

や記者が番組を作るうえで基本にしている放送ガイドライン

の中に科学技術の項目があり、今後はそこに科学技術分野で

のオリジナリティー尊重に関しての内容を組み込むことにし

ている。委員からの指摘はごもっともなところがあり、改善

していきたい。 

 

○  適切な調査と判断だと思う。一方で、ほかの科学技術に関する番組ではかなり丁

寧にいろいろなことを調べていると思うが、「超絶 凄（すご）ワザ！」は“ワザ”

を取り上げる番組にしては、今回はずいぶん科学技術的なテーマだったと思う。番

組の性格と制作する人たちの間にずれがあったとも感じる。 

 

○  委員の指摘に早急に適切な対応を取ったことは評価したい。 

 

○  「超絶 凄（すご）ワザ！」について、ついこの間「クローズアップ現代」であ

れだけの問題があったにもかかわらず、丁寧さを欠いた番組を作ってしまったこと

は、本当に反省しているのかと思った。速やかに調査し説明してはもらったが、番

組を作るには、それなりのことを考えてほしい。「クローズアップ現代」問題が大

きな基本となっており、その報告書からはみ出さないような番組作りをお願いした

い。 

 

○  「超絶 凄（すご）ワザ！」の問題に関して。「クローズアップ現代」問題はＮ

ＨＫの職員が事実を知っていたにもかかわらず、事実と違う報道をしたということ

が問題だが、「超絶 凄（すご）ワザ！」はＮＨＫに悪意があったわけではないと

思う。調査が不十分だったことはあるだろうが、「クローズアップ現代」問題とは

異質ではないかと思う。 

 

○  全く異質の問題だが、番組作りにおいて、きちんと調査を行うことの大切さを「ク
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ローズアップ現代」問題から学んだはずだ。後になって経緯を説明されても、たま

たまここにいる私たちが知るだけの話であり、一般の視聴者には分からない。そう

いったことを心に留めておいていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「超絶 凄（すご）ワザ！」については、科学技術で「独

自」や「独自のアイデア」ということばづかいをする際の厳

密さに欠けていた。通常の回では、職人たちのワザの競い合

いがテーマで、そういうことに踏み込むことはないが、今回

のようにアイデアや科学技術に踏み込んだ場合は、これまで

以上にしっかり調べたうえで放送する。名古屋局だけではな

く、番組を作る現場に知らせ、脇を締めたい。 

 

○  「超絶 凄（すご）ワザ！」問題に早く対応したことはよいと思うが、なぜそう

なったのか、それを受けた改善策がない。おそらく同じ番組を科学・環境番組部が

制作していれば違う番組になっていたのではないかという気がする。先例がないか

をなぜ確認しなかったのか、なぜきちんと研究の成果やアイデアについて紹介しな

かったのか、という原因や理由が分析されていないため、ほかの委員のようにもや

もやした感覚が残ってしまうのではないか。その点をよく分析したうえで改善策を

立てないと、単にガイドラインにオリジナリティー尊重の内容を組み込んだだけで

は、実際の改善にはならないのではないかと思う。その点は前向きに検討していた

だければと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  検討したい。科学番組の制作経験者が制作していたにもか

かわらず、このようなことになってしまった。 

 

○  「超絶 凄（すご）ワザ！」のような番組で科学技術を取り上げてほしいという

希望を持っている。分野をクロスする番組を制作することこそがＮＨＫの役目だと

思う。一見バラエティー番組に見えても、その奥に科学技術のおもしろさが隠れて

いるような番組だ。この件で番組スタッフがやる気をなくすようなことにならない

ようにしてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  制作現場では、またチャレンジすると言っている。その際

は十分に気をつけたい。 
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○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ激動の世界 第１回「テロと難民～

ＥＵ共同体の分断～」(総合 後 9:10～9:59)、１月１０日(日)の第２回「大国復活

の野望～ロシア・プーチンの賭け～」(総合 後 9:15 ～10:04)、１月１６日(土)の

第３回「揺れる“超大国”～アメリカはどこへ～」は、大変興味深く視聴し、ＮＨ

Ｋの取材力と分析力について大いに感心した。第１回「テロと難民～ＥＵ共同体の

分断～」では、大規模な難民を受け入れた域内で高まるナショナリズムをどう考え

るのかについてだったが、難民を受け入れるべきではないと主張するグループに対

して、「その考え方は間違っている」とはっきり自分の意見を言った若い夫婦を見

て、日本との違いにすごいと思ったと同時に、日本ではどうなのかと感じた。今回

のシリーズでは、ヨーロッパ、ロシア、アメリカでの課題を取り上げていたが、３

つのテーマとも日本と私たちの生活に関係のあることだ。３回シリーズで終わるの

ではなく、４回目として日本を分析する番組を制作してほしかった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ激動の世界 第３回「揺れる“超大国”～アメリカ

はどこへ～」は、当時なぜシリアが化学兵器を使ったことを分かっていながらアメ

リカがシリアを攻撃しなかったのか、私がかねてから思っていた疑問に答えてくれ

た。また、アメリカの苦悩や、テロを防ぐために、民主主義の価値を世界に広める

ための新しい取り組みについての話も紹介されて見応えがあった。大越健介キャス

ターは「ニュースウオッチ９」を担当したあと、しっかりと国際ジャーナリストと

しての地位を固めつつある。世界を回って日本の立場を守りつつ論評できる大型解

説者になっていくのかという印象を持った。 

 

○  １月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「震度７ 何が生死を分けたのか～埋もれた

データ ２１年目の真実～」は、ＮＨＫにしかできないもので、6,000 人以上の生

死についてのデータを再分析していた。通電した場所から火災が起きたことは過去

に言われていたのかもしれないが、因果関係論は今後の防災にとっても重要なデー

タだった。こういった重要なデータは、防災に生かせる形で展開していってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「震度７ 何が生死を分けたのか～埋もれたデータ２１年目の

真実～」はＮＨＫでなければできない分析をしていた。通電による火災だけではな

く、交通渋滞の問題も指摘していた。こういった分析結果が今後の対策に生かされ

れば意義深いことだと思う。すばらしい番組だった。 

 

○  １２月２５日(金)の「となりのシムラ♯３」(総合 後 10:00～10:43)は、放送を

大変楽しみにしていた。どこにでもありそうな日常の中高年男性を志村けんさんが
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ナチュラルに演じていた。まるで友人から「うちのお父さんがね」と話を聞いてい

るような感覚で親近感があった。大笑いするよりもクスッと笑える内容で、家族で

何回も見ている。「大川家の人々」というコントにあった「写真」というエピソー

ドでは、母親が娘に撮らせた父親の写真を、父親が知らないところで実は遺影に使

おうとしていたという毒のあるものだったが、父親のピュアな優しい心も感じる内

容で、おもしろく、心がホッとする。 

 

○  「となりのシムラ♯３」、１２月２４日(木)、２５日(金)の「フルタ家の不思議

なテレビ」(総合 後 10:55～11:20)、１２月２９日(火)の「ＬＩＦＥ！２０１５ 超

豪華ゲストＳＰ」(総合 後 10:15～10:59)は、年末のざわざわした空気の中で、気

軽に見られておもしろかった。「ＮＨＫスペシャル シリーズ激動の世界」のよう

にじっくり考えるのではなく、その場で笑える楽しい番組だった。 

 

○  「クローズアップ現代」は毎回よいと思うが、１月１３日(水)の「小さな島の大

きな決断～地方創生の現場から～」は、新潟県粟島浦村で地方創生をどう立ち上げ

るか、具体的にある女性を中心に生き生きと描いており、単なる解説番組ではなく

よかった。 

 

○  「クローズアップ現代」は再放送をよく視聴していた。今回、ほかのニュース番

組も主要な方が交代するということで、「クローズアップ現代＋（プラス）」では誰

がキャスターとなるのかは知らないが、ある意味ではチャンスだと思う。 

 

○  これから１８歳が選挙権を持つようになり、彼らが社会問題等を考える時間も欲

しいと思う。「視点・論点」は総合テレビの朝４時台と昼間にＥテレで再放送があ

るので視聴したい人は再放送で見ることが可能だ。「時論公論」も中身のある番組

だと常々思っているが、深夜０時からの放送だ。昼間の時間帯に再放送はあるのか。

もしも再放送がなければ検討していただければと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「視点・論点」はある程度普遍的なテーマについて専門家

が解説する番組だが、「時論公論」は毎日のニュースなど時事

問題を取り上げていることもあり、再放送は設けていない。

内容をまとめたものをインターネットで見ていただくサービ

スは行っている。「ＮＨＫニュース７」なども再放送はしてお

らず、時事問題を扱う番組の再放送はなかなか難しいのが実

情だ。放送を補完する意味で、インターネットを使ったサー
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ビスがさらに積極的に進み、例えば「時論公論」を見逃した

とき、あるいはもっと早く見たいときにもインターネットで

早く見ることができるようなサービスも今後可能になるとき

も来ると思う。検討課題として受け止めさせていただきたい。 

 

○  私はＮＨＫのマニアックにおもしろい番組が大好きだ。幅広い方に興味を持って

もらうために薄く広くなってしまわないことをお願いしたい。「名曲アルバム＋

（プラス）」を偶然見たが、「名曲アルバム」はきれいな景色とともに、曲の成り立

ちを説明する番組で大変よいが、「名曲アルバム＋（プラス）」も大変おもしろかっ

た。１月１１日(月)の名曲アルバム＋（プラス）「『運命交響曲』ベートーベン作

曲」(総合 前 9:50～9:55)では、ベートーベンの「運命交響曲」のモチーフをグラ

フィックでひたすら見せており、そのグラフィックを見ると「運命交響曲」がどの

ように構成されているのかが感覚的に分かる。短いがとても深く、「なにこれは？

おもしろい！」と思わせる番組だった。若い世代の視聴率の話があったが、若い世

代は「なにこれは」というものが見たいと思うし、そういう部分をこれからも深め

ていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「名曲アルバム＋（プラス）」は大変参考になるご意見を頂

いた。若い世代に関心を持ってもらえるような手法をいろい

ろ考えたい。 

 

○  １２月２３日(水)の「考えるカラス～科学の考え方～」は、大変おもしろかった。

子ども向けの理科の実験番組で、実験自体もおもしろかったが、なぜそういう実験

結果が出るのかについて「ここから先は自分で考えよう」と言って答えを教えない

演出になっていた。今の子ども向けの教材は微に入り細にわたりで教えすぎると

常々思っていたが、こういう番組作りがあるのかと非常におもしろかった。あの答

えはいつかどこかで教えてくれるものなのかということが気になったが、とてもす

ばらしい番組だった。 

 

○  「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）」はいつも注目している。１月９

日(土)の「日野原重明×篠田桃紅～オーバー１００歳 驚異の力～」は、104 歳の

日野原さんと 103 歳の篠田さんの組み合わせで、参考になる、生きたことばを紡い

で話すことができる人選で、いくつかのことばが心に残った。 

 

○  １月１６日(土)の戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 
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未来への選択 第６回「障害者福祉～共に暮らせる社会を求めて～」(Ｅテレ 後

11:00～17 日(日)前 0:30)は、障害者福祉の歴史はどう展開するのかと思ったが、

歴史的な流れを分かりやすく追いかけ、生き生きとした素材、登場人物を使い、あ

る意味でエンターテインメントとしても十分に通用する骨太な企画だった。ぜひ学

校などでも見てもらいたい番組だった。 

 

○  「スーパープレゼンテーション」は、世界にはすごい人がいると毎回思わされる。

内容についていけないこともあるが、触発されている。世界の 先端がどこにある

のかが分かる、よい企画だと思う。 

 

○  「ニュース シブ５時」のアナウンサーの不祥事があった。アナウンサーが不祥

事を起こすと、見ているほうに不信感が生まれる。人選でどう対応できるのかも

じっくり考えていただきたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  何年か前に別のアナウンサーが不祥事を起こした。特にア

ナウンサーはＮＨＫの顔として放送番組を提供しており、そ

の不祥事はＮＨＫにとってもダメージが大きい。以前に不祥

事があったにもかかわらず、また大きな不祥事を起こしたこ

とについて、アナウンス室にも徹底した対策をとるように求

めている。以前の問題からいろいろな対策を取っていたが、

その対策に実効性があまりなかったのではないかと、強い反

省の念にとらわれている。ＮＨＫにとって難しい、重い課題

を突きつけられていると思う。ＮＨＫの組織に起因する構造

的な問題もありはしないかと、いろいろ議論しているところ

だ。 

 

○  人選もあるとは思うが、職員のインテグリティーや倫理観の問題もあると思う。

多くの職員がおり、全員の規律は分からないだろうが、組織風土の問題として考え

たほうがよいのではないか。 

 

○  東京オリンピック・パラリンピックに向け、スポーツ番組の強化の話があったが、

オリンピック・パラリンピックはスポーツと文化の祭典とうたわれている。これか

ら国内で２０万もの文化プロジェクトを政府が行っていくなかで、文化の部分にも

もっと力を入れ、取り上げていってほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  オリンピック・パラリンピックは文化の祭典でもあり、Ｎ

ＨＫも 2020 年に合わせたさまざまな文化活動を行っていく。

組織委員会が行う公式な活動も含め、積極的に取り上げてい

きたい。 

 

○  地方のことを多く取り上げることはすばらしいことだ。私は地方をよく訪れるが、

朝テレビをつけ、ニュースを見ると全国のニュースから地方のニュースに切り替わ

る。同時にニューススタジオのセットの雰囲気、照明の雰囲気もガラッと変わる。

そのためだと思うが、時折、地方局のアナウンサーがとても疲れて見えることがあ

る。例えば照明をもう少し明るくすればクオリティーが保てるのではないかと常々

思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  早速取り組みたい。照明を少し変える、スタジオの色合い

を少し変えるだけでも雰囲気はずいぶん違う。「あさイチ」を

開始するときに、照明をかなり明るくしてもらったことがあ

る。民放と比べると暗く、灰色っぽいＮＨＫのイメージがな

くなるように努めたい。 

 

  地方のニュースのセットは東京に比べると見劣りするとこ

ろがあるのも確かだが、予算も限られているため思うに任せ

ないところもある。すべてを同じようにというわけにはいか

ないが、努力していきたい。 

 

○  安倍首相が裏千家、表千家の初釜に出席するというニュースがあった。昔から時

の首相のそういった行事についてニュースとして取り上げているが、本当に必要な

のかと感じる。そういうニーズもあるのかもしれないが、ほかに伝えるべき必要な

ニュースがあると感じた。 

 

○  来年度の番組編成について大幅に変更したことで、成果を出し、多くの方にＮＨ

Ｋの番組を親しく見てもらい、評価してもらえれば幸いだ。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１２月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

  

１２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、

１３人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ勧告について説明があり、

議事に入った。「平成２８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、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、フランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿「放射能 マリーが 

愛した光線」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、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  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  小林いずみ（前世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官） 

   委 員      秋池 玲子（ボストン コンサルティング グループ シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター） 

         大野 博人（朝日新聞社役員待遇論説主幹） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         鎌田  實（諏訪中央病院名誉院長） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

龍井 葉二（連合総合生活開発研究所客員研究員） 

         永田 紗戀（書家／花咲く書道 Studio Saren.Nagata 主宰） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

         増田 雅己（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

        和田  章（東京工業大学名誉教授） 

        

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２８年度国内放送番組編集の基本計画（案）について～諮問～＞ 

 



2 

○  メリハリもあり、よくできていると思う。「編集の重点事項」の１に災害報道を

持ってきたことは、視聴者に対しＮＨＫの決意を物語るものとしても、優先順位と

してもよいと思う。特に「原発事故後の対策」を入れたことを高く評価したい。番

組審議会での意見が反映されたこと自体が、ＮＨＫの報道方針にとってそれなりの

意味を持つことを期待したい。これは民放各社があまり対処できない分野だと思う。

これまでも充実した放送をしてきているが、今後もこれまでに負けない報道をして

いくことを望む。 

 

○  今こそＮＨＫで骨太な農業政策に関する番組作りをお願いしたい。ＴＰＰ(環太

平洋パートナーシップ協定)は、日本の農業に対する影響が大きい。ＴＰＰがなく

ても日本の農業は世代交代期であり、大きく変わらざるを得ないと思う。新しい農

業政策ができないといけないタイミングだが、日本では農業政策をめぐる議論が多

少不幸な状況にあり、両極端な議論が出ることがある。少し考えれば絶対に違うこ

とが情報発信力のある方からも出て、議論が混乱することがあり、大変残念だ。Ｎ

ＨＫは常識というか、土俵を作る力を持っており本当にすばらしいと思う。介護や

認知症の問題、災害の問題など、ＮＨＫが本気で取り組むと、骨太な番組やそれ以

外のエンターテインメント性のある番組でも、多くの人が常識を一段上げられる。

土俵の中でいろいろな意見があったとしても一定の土俵を作るだけの力がある。そ

の力を農業政策の分野で発揮するタイミングだと思う。 

 

○  「平成２８年度国内放送番組編集の基本計画（案）」について、各委員の意見を反

映した内容になっているということで原案を可とし、答申したい。異議はないか。 

 

○  異議なし。 

 

○  原案を可とし、答申する。 

  また、総合テレビの放送番組の部門別編成比率で、報道番組「２０％以上」とし

ていたところを「３５％以上」と大幅に増やしたことは多としたい。実態は例年５

０％程度であるのになぜ「３５％以上」なのか、４０％でも十分に自由度はあると

思う。今後は推移を見て、実態として５０％前後ならば「３５％以上」はまだ控え

めだと思う。今後の検討課題にしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ありがとうございました。中央放送番組審議会の答申をい

ただいたので、来月の経営委員会に「平成２８年度国内放送

番組編集の基本計画（案）」を提出させていただく。経営委員
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会の議決を経た後に、来年度の具体的な番組編成を決定し、

番組時刻表を含めた編成計画を次回、１月の審議会で報告さ

せていただく。 

 

 

＜フランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿「放射能 マリーが愛した光線」

(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ １１月２６日(木)放送)について＞ 

 

○  楽しく視聴した。小さいころから科学とは縁があまりなく、興味もなく、全く別

の世界で生きてきた。そんな私でも再現ドラマの部分とゲストである科学者から見

た意見から、事実だけではなく科学者の心情までもが大変分かりやすく伝わった。

ラジウムでやけどを負い喜ぶ気持ちは私には到底理解ができなかったが、ゲストか

ら「なぜか」という知的欲求によるものであり、科学者にはそういう心理があると

説明され、納得できた。「パンドラの箱も開けたい」とゲストの科学者が言ったコ

メントも心に残った。マリー・キュリーにとって科学は神聖なもので、放射能は子

どもであったわけだが、その気持ちは理解できた。しかし、その事実と現実に起き

た被害を思うと、人間のはかなさ、愚かさなどいろいろな感情も同時に覚えた。現

代で起きている状況と重ね、いろいろなことを考えるよい機会になる番組だった。 

 

○  番組のタイトル「闇の事件簿」の事件とは４月１９日のことだと思う。番組を紹

介する文章で「(マリーの)科学への愛は次第にゆがんでいく」ということばを使っ

ているが、制作側が言っている「ゆがみ」とは何を称していたのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  純粋な科学への愛はすばらしいものだが、自分の部下や研

究所の研究員に被害が出ているにもかかわらず、マリーはラ

ジウムの研究を優先した。自分の健康被害も含め、研究を続

けたければほかの道があったのではないかという考えから、

「愛がゆがんでいった」と表現した。 

 

○  ラジウム時計の労働災害はいちばんショッキングな場面だった。番組を通して見

ると４月１９日でマリーが変わったのかがよく分からなかった。つまり、夫が生き

ていたころから研究にのめり込んでおり、夫が亡くなった４月１９日が転機となっ

て社会性が薄れていったという解説に疑問を持った。パートナーの存在の有無に関

係なく、社会性を失っていった可能性もありうる。そういう意味で「事件簿」とい
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う場合のドラマのポイントが分かりにくかった。最初からすでに闇をはらんでいた

わけであり、番組の構成がそうであるように最後は広島、長崎、福島とつながって

いる意味で大きな流れはそのとおりだと思うが、４月１９日に焦点を当て、マリー

の何が変わったのかだ。ある種、依存症的にのめり込んだ面もある。キーワードの

捉え方は多様にあってもよかったという印象を持った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組でも紹介しているが、夫のピエールは研究にのめりこ

むマリーと社会との間のバランスを取っていたパートナー

だった。その夫が死ななかったらという気持ちも含めての仮

説だ。 

 

○  マリーの若い頃もそうだが、よいことを行っていると思い、実は悪いことだった

ということがたくさんあることを忘れないでほしい。人間はよくないことをたく

さん作っておき、それを放っておく。ノーベルが発明したダイナマイトが元で戦争

はどんどん起こっている。フランスのテロの乱射事件の銃器も過激派組織ＩＳ＝イ

スラミックステートが作ったわけではない。危険なものを作っては怖いと言ってい

るが、危険なものを作ることをやめようと言ったほうがよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  これまで３本番組を制作しているが、科学者の興味、知的

欲求としては純粋なものだったにもかかわらず、そこで発見

したものを次の世代がどう使ったか、お金を出す人、政府が

どう使ったかでゆがむ場合がある。私たちに出来ることは事

実を知っておいてくださいというばかりだが、そういう危機

感を委員の皆さんが持っているということは大変勉強になっ

た。 

 

○  科学者の思いでないところに発見や技術が使われることがあることに焦点を当

てるのがよいと思う。 

 

○  おもしろかったし、これからも番組が続くのであれば期待したい。科学が持って

いる裏側のリスクを「フランケンシュタインの誘惑」ということばで一般の人にも

分かりやすく見せることは大変大事なことだ。キュリー夫人については、みんな子

どものころに伝記を読んでおり、立派な人であり命懸けで世界をよくしてきたこと

は分かっている。そのキュリー夫人が壁にぶつかり、多くの健康被害を出したこと
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によって、今の世界がどうなったのかがもう少し分かりやすく紹介されていればよ

かったと思う。現代の病院ではレントゲン技師や医師たちがフィルムバッチを着け

て１年間の放射線量を測っている。微量でも放射線を浴びることがよくないことを、

キュリー夫人がラジウムと格闘したことから分かり、人類が克服してきた結果だ。

そして福島の低線量被ばくの問題にもつながっている。マリーの娘夫婦や同僚にも

健康被害が起きたことが少し触れられていたが、実際にどう大変な健康被害だった

のかが分かると「フランケンシュタインの誘惑」というタイトルに合うのではない

かと思った。大変よい番組で、番組を通し、科学の持つリスクも分かった。４作目

に期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組を制作することになったときに「ラジウム温泉に

入っても大丈夫なのか」と言う方がいた。そういった現在に

も影響力のある事柄をどう番組の中に入れるのかは、制作過

程で頭をだいぶ悩ませたところだ。ラジウムへの耐性が人に

よってかなり違い、キュリー夫人はそのような環境であった

にもかかわらず６４歳まで生き、耐性がかなり強い方だった

と思う。キュリー夫人は再生不良性貧血で亡くなったが、娘

夫婦は白血病で亡くなった。同じ環境にいても発病しなかっ

た方もおり、そういったことを詳しく説明するよりは、全体

の流れの中で説明した。今後どのようにそういった要素を入

れたらよいのかは考えたい。 

 

○  「闇の事件簿」として分かりやすくするにはどうすればよいのか。「長崎の鐘」

を書いた永井隆博士は放射線科医で、人を助けようと格闘する中で放射線を浴び、

慢性骨髄性白血病になったが、すべてを投げだし、被ばく者を助けていった。そう

いった話が伝わると、キュリー夫人と同じように、これからは誰も病気にしてはい

けないということが番組でうまく伝わると思った。 

 

○  偉人伝として改めて番組が構成されており、興味深く視聴した。マリーは原子が

壊れることを発見し、原子が不変だという認識を 180 度変える見方をした。その思

想を立証するためさまざまな金属からラジウムを発見するという鬼気迫る努力が

あり、初めてマリーの科学が成立した。その２つの大きなポイントがよく描かれて

いたと思う。その２つは発見の過程として大切な部分だと思うが、もう少し突っ

込んだ表現をしてほしかった。ニュートンのリンゴが落ちることから万有引力を引

き出したことと、マリーの原子が光ることから原子が変化していることを見いだし
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たことは、物理学者の思想的な過程として比較的似ている。そういった思想こそ大

きな発見に結びつくもので、その辺の説明がもっとあれば偉大な発見と雰囲気が伝

わったと思う。人類の発展に影響を与える部分と、結果的に人類をおとしめてしま

う部分との科学の両義性について、「フランケンシュタインの誘惑」というタイト

ルで引き付けるのはよい試みだと思うし、これからも続けてほしい。マリーが核時

代の扉を開いたという映像があったが、効果的だったと思う。マリーの発見がすぐ

に広島に結び付くわけではないが、全く新しい世界をつくり出す大本を作った意味

では、あの評価でよいと思う。画期的で、普通の人では出来ないことを発見したこ

と、そのことが人類の生存にとって大きな意味を持つという意味で、マリーは極め

つきの対象だったと思う。これまでの３本の番組を超える極め付き素材を見つけ出

すことは困難ではないだろうかと思うが、今後はどんな計画なのか。「フランケン

シュタイン」には怪奇ホラー映画的なイメージがあり、引きつけはよいと思うが、

番組の本質とうまくフィットしているのか若干の疑問がある。科学の発達でマイナ

スの面がないものは本当にあるのかどうなのか、そういうことも絡めれば長寿番組

になる気がする。 

 

○  最後まで楽しく視聴した。番組でも伝えているが、ラジウム発見は当時ポジティ

ブなものとして社会に広まり、化粧品、コーヒーメーカー、産着などありとあらゆ

るものに使われた。当時大量に生産されたため、祖父や祖母が買った変なものとし

て家の中に放置されたまま、放射線を出し続けているものがそこら中にあり、フ

ランスの放射性廃棄物管理庁などではそのころに生産されたものをいまだに探し

続けている。今の時代もラジウム騒ぎは続いており、そういうところに問題を持っ

ていってもよかったのかと思う。科学の場合の光と影はマリーだけに限らないが、

単に科学者個人の話ではなく、そのときの社会や時代背景が大きく影響していると

思う。マリーの時代も狂乱の 1920 年代といわれる大量消費社会がヨーロッパで登

場する頃で、科学的発見の目新しさと、節度のない商業主義が結び付き、とんでも

ないことが起きてしまったのだと思う。ドラマ仕立てにすると分かりやすいため

ヒューマンストーリーとして組み立てたと思うが、実際はもっと複雑で、マリー自

身が危険性に敏感だったかということ以上に、圧倒的な消費社会の登場が背景に

あったと思う。マリーの個人的な思い、夫を亡くしたこと、科学的発見への大変な

執念などもあったと思うが、もう少し広がりを持たせると、よりわれわれ自身につ

ながる話として感じられたと思った。おもしろい番組であり、今後はそういうとこ

ろも加味してくれればと思った。 

 

○  学校で習ったり伝記で読んだキュリー夫人と全く異なった実情が示され、興味深

く視聴した。科学への信奉が科学者としてのキュリー夫人と母としてのキュリー夫
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人を分断し、危険と意識しながらもラジウムの青白い光を私の子どもたちと言って

いたのが大変印象的であり、衝撃的でもあった。キュリー夫人が陥った「フランケン

シュタインの誘惑」は現在の原子力開発にもいまだに通じているのではないか。そ

れは原子力だけではなく、公害問題や現在の身の回りにあるいろいろな化学物質の

開発全般に共通しているのではないかと感じた。現在の科学技術分野の中にある、

暴走しやすい生産優先の科学に対し、監視、抑制する安全性の科学という分野、仕

組みが出来ているのか。あるとすればどういう内容なのか、現在の社会とどうつな

がっているのかをもう少し見せてもらえるともっと幅が広がる。あの当時の話だけ

ではなく、現実とつながっていることがさらに分かりやすくなり、科学に興味を持

てるのではないか。 

 

○  大変すばらしい番組で、吸い込まれるように視聴した。知らなかった一面、まさ

にパンドラの箱を開けたと思う。ないものねだりかもしれないが、１点気になった

ところがある。人類にとって偉大な業績を上げた人は、男女の差を超え、ある部分

で狂気があると思う。その狂気を時代がいかに許してしまったのか、あるいは助長

したのかという視点があればよかったと思う。時代の背景が紹介されず、むしろ

「母」というところに焦点が当たりすぎていたのではないか。本当かどうか分から

ないが、同じノーベル賞を受賞した湯川秀樹さんは、第二次世界大戦があったこと

も知らなかったほどに研究に没頭したという話を聞いたことがある。男性であれば

そこまで没頭することが狂気と言われずに、偉業という面だけでたたえられる。マ

リーが母だったことで、２人の子どもは母がいなくて寂しいのは分かるが、そこに

あまりにもフォーカスしすぎたことで、マリーの狂気がクローズアップされすぎた

ところがあるのではないか。１人の科学者として、偉大なるパートナーを失った悲

しみがマリーを研究に異常なまでに駆り立てたところはあると思う。それが科学へ

の愛だったと考え、時代が利用した面があったとしたら、母だけの面が強調された

ことに、少ししこりのようなものを感じた。全体的にはすばらしい番組だったと思

う。 

 

○  大変興味深く視聴した。子どもの頃に読んだ伝記には書かれていないような話を

いろいろ知ることもできた。番組の趣旨として、科学の持つ光と闇の両面を提示し

たいというねらいがよく分かった。番組の冒頭で「マリーにどんな闇があったので

しょうか」とコメントされ、要するにマリーが主役となるわけだが、そのマリーに

放射能、原子力、原発まで含めた二面性を体現させる作り方は限界があったのかと

も思う。マリーが放射能や放射線の危険性について、もっと明確に意思を表示する

べきだったのではないかという見方もあるだろうが、それだけではないさまざまな

事情によって放射線の被害が広がった。ラジウムガールの被害拡大の際、マリーは
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なるべくラジウムから遠くへ離れなさいと言っている。マリーが被害者の声や懸念

の声を圧殺するようなことをもしも行ったとしたら取り上げるべきだが、それがな

いとすれば、マリーのことだけで科学者の社会的責任まで話を広げるのは難しいと

ころがあったのではないか。さらに原爆、原発になると後世の科学者の社会的責任

が問われるだろう。番組のねらい、趣旨には賛同できるが、１人の人間にスポット

を当てその全部を表す方法は、これから番組を継続する際にどうこなしていくのか

と気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  最初の２本については、人物の歴史ではなく、ある事件、

出来事に焦点を当てることにより意識して制作した。マリー

は知名度も高いことから、人物伝に寄ってしまったというの

は反省点だ。全体を通して、マリーの発見からつながってき

た原子力と人間の関わりも描きたかったが、なるべくマリー

がすべて悪いと言っているわけではないようにと配慮したつ

もりだ。事件自体に焦点をあて、何がそれを生み出したのか、

それが今日の私たちにどう関係あるのかを中心に置くことは

今後も大事にしたい。 

 

○  未知のことが多くあり、興味深く視聴した。ピエールが生活を少し楽にするため

に特許を取得しようとしたが、マリーは皆で活用しようと反対した。そこがきっか

けとなりいろいろな人が利用できるようになったことがその後につながっていっ

たかもしれず、そこを深く掘り下げてもよかったのかと思う。マリーがドアを開く

場面があったが、マリーだけがモラルが低かったわけではないと感じた。先端的な

分野で研究者が１人か２人ということは恐らくなく、大勢の研究者がいる中でマ

リーとピエールがトップランナーだったのだと思う。遅かれ早かれ誰かが発見した

と思うが、それをマリー１人がドアを開けた形にすることが、もやもやする気持ち

につながった気がする。なぜマリーがいち早く発見したのかということは明るい面

になるのかもしれないが、掘り下げてもよかったのかもしれない。そこが整理され

れば知る喜びだけではなく、学んで自分たちの生活、自分の人生を考えるところに

つながった気がする。 

 

（ＮＨＫ側） 

  時間の制約があるため番組では出し切れなかったが、マ

リーの研究室はラジウムを素手で触ってでも、とにかく早く

研究を進めようとしていた。同じ研究室では危ないからとい
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うことでラジウムを鉛の箱に入れ、そこから離れるように研

究していた人たちもいる。マリーの研究室は特にその辺の感

度が甘かった前提を知ったうえで番組を制作した。それに先

駆けたＸ線の研究も含め、放射線障害についてはだいぶ研究

が進みつつあったと思う。マリーがなぜ８トンの中から  

０．１グラムのラジウムを発見することにたどりついたのか

は、根気よく行ったこととマリーにしかないひらめきがあっ

たということかと思う。納得のいく説明が難しく簡略化され

たところもあるかと思う。これまで制作した３本の番組とも

に、天才的な科学者がなぜ何かを成し遂げたのかというのは

最も難しいところで、「天才だから」となってしまう。それを

かみ砕くのは大変難しい。今後番組を続けられるとしたら、

そこは大きな課題だと思う。 

 

○  興味深く視聴した。マリーがドアを開いたということだが、マリーは負の部分に

無頓着ではあったが、ラジウムを負の目的で使ったわけではないと思う。マリーが

ドアを開けたという表現には少し違和感があった。マリーが負の部分にフォーカス

していればもっとうまくコントロールする仕組みができたかもしれない。マリーが

あえてドアを開けたことではないという感想を持った。その辺りは、もう少し考え

てもらえればもっとよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  原子が変化することに気づけたのはマリーだったからだ。

のちの原子力、原爆もマリーとは関係ないと言ってよいぐら

いだが、そこの説明は不十分だったと反省している。 

 

○  大変興味深い番組だと思った。しかし、番組のタイトルについては、視聴者に見

てもらえるものなのか疑問だ。「フランケンシュタイン」と出さなくても「科学史

の光と闇」でもよい気がした。ラジウムを発見したことよりも、原子核が変化する

ことを発見したことに価値があったと思うが、科学を知らない人にはその価値がど

れぐらいなのか、よく分からなかったのではないか。ノーベル賞の受賞理由もそこ

だと思う。その辺について、もう少し分かりやすく説明してもらえればよかったと

思う。原子核が変化することが、のちにどう原子爆弾に結びつくのか。ネズミの近

くにラジウムを置くと死ぬと実験で分かっているようなものを、なぜ美容クリーム

に入れるとよいと考えたのか。健康によいという発想になったのか、飛躍しすぎて

いてよく分からなかった。科学者はパンドラの箱を開けたい、それで問題が起きる



10 

としても知の探究をしたいというゲストの発言はよかったと思う。科学者がそうい

う思いで研究をしているところもある。しかし、科学者が、研究した結果が社会に

問題を起こすことを理解していたのか。科学者にとっては単なる知の探究だったが、

他人がその成果を利用することで問題になったのかもしれない。「科学の光と闇」

というときに研究者の光と闇なのか、成果を利用する人に光と闇があるのかがよく

分からなかった。大変おもしろい番組であり、これからも続けていってほしい。視

聴率はどれぐらいだったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＢＳプレミアムなので地上波よりは数字が低いが、１本目

が０．５％、２本目が０．８％、今回の番組は１．２％だっ

た。 

 

○  この内容ならばもっと多くの人に見てもらったほうがよいと思う。番組を制作し

ている側はシリーズのつもりでも、数か月に１本しか放送されないものを視聴者は

シリーズだとは思わない。よい番組であり、もっと多くの人に見てもらえるように、

タイトルなども考えていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  これからも番組を続けたいという意欲だけはあるので、皆

さんの意見を十分に生かしていきたい。大勢の方からホーム

ページを通じてメールを頂いた。３０代、４０代の女性が多

く視聴してくれたという手応えがある。どうもありがとうご

ざいました。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月１２日(土)と１９日(土)の超絶 凄（すご）ワザ！「地震に打ち勝て！究

極の“揺れない住宅”対決」では、２つの制震に関する技術が紹介されていた。真ん

中にエレベーターの入ったシャフトをつくり、いちばん上に仕組みを置き、ビルを

ぶら下げるという技術は、ある建築家や建設会社などが開発したもので、１５年ほ

ど前に論文も執筆されているが、番組の出演者はこの技術に関わりがない。番組で

紹介されたこの技術を使ったビルを揺する映像は当時の実験のものだが、実際の開

発者には何の連絡もなく使用されており、あたかも出演者が開発したかのように番

組で紹介されており大変な問題だ。一方の、緩やかな斜面をつくり、その上で振り
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子の原理で免震を行う技術も、ずいぶん前に商品化されているものだ。科学の世界

でオリジナリティー、先駆性は大変重要なことなのに、番組で紹介していた技術は

そのオリジナリティーを無視したものだ。今回の番組でＮＨＫは大きな失態をした

と思う。科学番組をおもしろおかしくすることで視聴率を取りたいと考えるから起

きることだ。もっと真剣に取り組んでほしい。人のまねをすることがいかに簡単か、

音楽でも、小説でも同じことだ。仕組みをまねするぐらいは許されるかもしれない

が、まねならまねをしたと言うべきだ。 

 

○  ＮＨＫで、出演者の側にオリジナリティーがあったのかどうか別途検証をしても

らったほうがよいのではないか。 

 

○  １５年前に開発したものと同じ技術であることは間違いなく、ＮＨＫの科学番組

担当者がそんないいかげんな番組制作をしていてよいのかと聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  いま答えられる範囲でお答えしたい。ビルをぶら下げるとい

う技術について番組では「建築業界でも研究が進む近未来の建

物。しかし技術的に難しく、いまだ一般の住宅で実現したこと

はない」とコメントしている。番組を制作した名古屋放送局に

確認したところ、この免震技術を開発した建設会社には取材し

たが、研究開発にあたられた人には連絡していなかった。もう

一方の坂になったレール上を振り子のように建物を移動させる

免震技術は、美術品のショーケースで商品化されていることを

出演者も制作担当者も把握していなかった。 

 

○  知らなかったでは済まされず、知識のない担当者が科学の番組を制作してはいけ

ないのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  作者がどういう経緯で取材を進め、今回の放送に至ったのか、

さらに聞き取りを行って、報告したいと思う。取材が追い切れ

ずに放送してしまったということで、大変申し訳ありません。 

 

○  研究論文を執筆する際には、いちばん最後に関係する論文や引用文献を記し、そ

ういう人たちに敬意を払って一歩進めるものだし、それが科学の礼儀だ。今回の番

組制作のやり方は関係者を軽視しており、出演者２人で全部開発したというように
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紹介することはやめてほしかった。 

 

○  事実関係を確認し、委員が指摘したことが行われたのか、どういう検証をしたの

か、よく調査し結果を報告してほしい。調べた結果に問題があれば、訂正をしても

らうなり、おわびをしたらよいと思う。 

 

○  「国内放送番組編集の基本計画」の中に、科学番組でも、音楽でも、小説でも、

番組の作り方でもよいが、オリジナリティーを大切にすると入れてほしいと思うぐ

らいに問題は大きい。第三者に放送内容の確認を取るなどをしてもらわないと危険

性がある。 

 

○  科学番組は監修する方によく確認したほうがよいと思う。リスクがあるのは確か

なことだ。ＮＨＫには調査と報告をお願いする。 

 

○  「超絶 凄（すご）ワザ！」の件は胸が痛む思いで聞いた。私も同じような思い

をしたことがある。ＮＨＫはよい媒体で、信頼しているものだけに、委員の発言に

は、きちんとした対応をしてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  委員が指摘された点はまだ事実関係が分からないため調べ

させていただくが、ＮＨＫとして真実の追究は大きな役割だ。

番組として具現化するうえで成果が上がるものもあれば、な

かなかうまくいかないものもあるのが現実だろうと思う。そ

ういう中でわれわれは自分たちの力の限りを尽くし、真実を

追究すべきであり、ここにいる者も、職員もすべてがそのよ

うに考え、実行していると思う。誤りがあってはならないし、

ＢＰＯから大変厳しい指摘も受けている。組織の問題、個人

の問題、さまざまな要素が複雑に絡まりあった問題だが、そ

うしたことがないようにこれからも努力をしていく。 

 

○  １１月２１日(土）のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「追跡 原発事故のゴミ」

は、科学、技術、産業技術などの問題を社会的なコンテクストに置くとどういうこ

とが起きるのかという興味深い内容で、印象に残る場面が多かった。５年間原発事

故のゴミを預かっていた農家が、やっとどこかにゴミが持っていかれることになっ

てほっとしたというのではなく、「持っていかれる先の人のことを考えると心が痛

む」とコメントしていた。栃木県の町長が「福島県で何とかしてほしい。不幸にな
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る人の数をいちばん減らせる方法がよい」とコメントしていた。原発の問題は特に

そうだが、解決は単に合理的に見いだせば済むという問題ではなく、社会が深く関

わっており、困難な側面を持っていることがよく分かる番組だった。「ＮＨＫスペ

シャル」ではＣＧを多用し、大変巧みな作りで驚かされることも多いが、今回は作

り自体が素朴であったものの、よく取材された内容で役に立ったと思う。あれから

５年を間もなく迎えるが、大きな事故であるにもかかわらず、空間的、時間的な広

がりを語られることが少なくなりがちだ。引き続き力を入れていってほしい。 

 

○  認知症と並んでＮＨＫが最近熱心に取り上げているのが介護の問題だ。１２月６

日(日)のＮＨＫスペシャル 調査報告 介護危機「急増“無届け介護ハウス”」は、

大変よくまとめられている番組だった。良心的な無届け介護ハウスを運営している

名古屋の事業者は、行政と規則の柔軟な運用を求める交渉もしているが、本当に善

意から運営しているのだろうかと疑問が湧いた。事業者の経歴や、どういうきっか

けや思いで介護ハウスを始めたのかなどの紹介がなかったため、そう思うのかもし

れない。よい番組だっただけに、欲を言えばその辺を伝えてほしかった。 

 

○  １２月２０日(日)のＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第３集 時代は独裁者

を求めた」(総合 後 9:00～10:13)を見た。同じ時間帯に民放で話題のドラマが放

送されていたが、私の周囲では、「新・映像の世紀」に軍配の上がる声がたくさん

あった。すばらしい番組だったと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第３集 時代は独裁者を求めた」はとても

よい番組だった。ヒトラーの歴史などはよく紹介されるが、映像でしかわからない

訴えがあった。特に番組の最後で、解放された収容所と収容されていた人たちのや

せ細った様子や、収容所の事実を認識するために見学に来たドイツ人が「こんなこ

とが起きているとは知らなかった」と言うと、元収容者たちが「いいえ、あなたた

ちは知っていた」と言い返したというコメントが印象的だった。われわれは映像で

しか分からない。できれば若い世代にも見てもらいたい番組だった。大変よかった。 

 

○  １１月２３日(月)に「朝からサラメシ！スペシャル」(総合 前 8:15～9:00)を見

た。サラリーマンが昼にどういうごはんを食べているかを追っていたが、たまたま

勤労感謝の日で、いろいろな働き方をしている人たちがさまざまな愛情のあるお弁

当を食べていることが紹介されよいと思った。 

 

○  １２月１４日(月)の「ＮＨＫ認知症キャンペーン わたしが伝えたいこと～認知

症の人からのメッセージ」(総合 後 10:00～10:50、後 10:55～11:20)はとても印象
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的だった。井ノ原快彦さんや作家の重松清さんなどが出て、認知症の方々と話す内

容だったが、希望が持てる番組にまとまっていたと思う。人と社会に関わることが

いかに大切か、家に閉じこもるのではなく外に出ることを強く訴えていた。つい数

日前に認知症関係の事件があった。この番組で深刻な状況に置かれている方々が元

気をもらえるのかは分からないが、そういうことも考え、さらに番組を続けていっ

てほしい。高齢化社会の中で私たちが認知症の方々をどう受け止めるかだと思う。

今回の番組では若年性アルツハイマーの方が多かったが、若い世代ともっと高齢の

方々ではいろいろと立場が違うし、番組の作り方も変わると思うが、一つのあり方

として今回の番組はとてもよくまとまっていたと感じる。重松さんが今後、明るい

認知症に関する本を執筆してくれるのではないか、そしてそのドラマも制作できる

のではないかと期待を膨らませている。ぜひ検討してほしい。 

 

○  「ＮＨＫ認知症キャンペーン わたしが伝えたいこと～認知症の人からのメッ

セージ」は、大変よい番組だったと思う。認知症の分野では次々と新しい研究成果

が出ている。認知症を防ぐためにどうしたらよいのかは関心事であり、今後も継続

して取り組んでほしい。 

 

○  「ＮＨＫ認知症キャンペーン わたしが伝えたいこと～認知症の人からのメッ

セージ」を見て、ＮＨＫならではの番組だと感じた。認知症の方々がわいわいがや

がやと自由に話していて誘導されていない感じで、ユニークな作り方だった。ディ

レクターやプロデューサーたちがある方向を意識し話題を持っていくようなとこ

ろに放送の限界があると思っているが、この番組は自由な感じで、出たとこ勝負の

ような感じだった。この明るさが大変大事だと思った。重松さんは認知症のデイ

サービスで一緒にごはん作りをするなどしていたが、女性のゲストは必要だったの

か疑問を持った。よい番組だったので、コメントを差し挟む感性を持っている人を

選んだほうがよかったと思った。認知症キャンペーンは、ぜひ続けてほしい。 

 

○  「クローズアップ現代」で１２月９日(水)の「“移住１％戦略”は地方を救える

か」、１１月１１日(水)の「“座りすぎ”が病気を生む！？」は大変よい番組で「ク

ローズアップ現代」ならではの内容だった。ＢＰＯの問題が出たときに私は「やら

せに近いのではないか」と厳しい意見を言った。「クローズアップ現代」がこの春

から番組がなくなるのではないかといううわさもあるが、こういう時期にやめては

いけないのではないかと思う。よい番組は、反省することをきちんと反省し、こう

いう時期だからこそよい番組に生まれ変わっている姿を視聴者に見せることが大

事だ。やめない方向で議論をしてほしい。 
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○  新しい可能性を感じたのが「週刊 ニュース深読み」だ。最初はニュース解説番

組という位置づけで見ていたが、最近のマタニティーハラスメントの問題、介護の

問題などでは、自然な対論の番組になっていた。視聴者からのいろいろな反応もリ

アルに示されている。問題提起は解説委員が行うが、議論自体を見ている限りシナ

リオはなく自然な形で発展しており、続編が期待される作りになっている。最初か

ら「討論番組」と銘打ってしまうとあのような議論にはならないと思う。結論を無

理に引き出すよりは、可能性があると感じた。１２月５日(土)の「市民は何ができ

るのか？ パリ同時テロから考える」では、「ホーム・グロウン・テロリスト」と

呼ばれる人たちも含め、どういう人がテロリストになってしまうのか、そこには偏

見の問題が背景にあるという大変大事な視点で議論をしていたが、一方でそういう

人たちを利用している背後勢力があることも事実だ。１回の番組ではともかくとし

ても、一つのテーマを継続し、深読みを１回で終わらせない手法を考えてもらえた

らと期待している。 

 

○  子どもがまだ小さいので家ではほとんどＥテレがついている状態だ。子どもに最

近テレビで何がいちばん楽しいかと聞いてみたところ、「超能力ファミリー サン

ダーマン シーズン２」という海外ドラマが楽しいそうだ。１日に３回繰り返し見

ることもあり、大変楽しそうに視聴している。子どもの友達も多くが視聴しており、

結構人気があると思った。大人が一緒に見ても楽しめる番組なので、これからもこう

いった海外ドラマを放送してくれるとうれしい。 

 

○  １１月２２日(日)の「岸惠子という生き方～女優として 作家として 母として

～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 0:00～0:59)は、岸さんが女優業に専念したことでフランスに

置いてきた娘との間に確執があったものの、最後に和解することがドキュメンタ

リータッチでさりげなく描かれていてよかった。 

 

○  ラジオ番組に関して知人から聞いた話だが、消費税の軽減税率の適用が生鮮食品

になるのか、加工食品もかともめていた際、自民党と公明党の話ばかりで、あたか

も２党の宣伝をしているかのように聞こえたとのことだ。ほかの党の意見も紹介す

るなど、工夫してほしいと感じる。 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１１月ＮＨＫ中央放送番組審議会  

 

１１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、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」などに関するＢＰＯ意見について説

明があり議事に入った。続いて、放送番組の種別および種別ごとの放送時間（平成

２７年４月分～９月分）、平成２８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  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   委 員      大野 博人（朝日新聞社役員待遇論説主幹） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         龍井 葉二（連合総合生活開発研究所客員研究員） 

         永田 紗戀（書家／花咲く書道 Studio Saren.Nagata 主宰） 

         仲道 郁代（ピアニスト） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

         増田 雅己（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

        和田  章（東京工業大学名誉教授） 

        

 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組の種別および種別ごとの放送時間について 

（平成２７年４月分～９月分）＞ 

 

○  「平成２７年度国内放送番組編集の基本計画」に定めた部門比率は、総合テレビ

で「報道番組は２０％以上」となっているが、実績は約５０％だ。教養番組が２０％

以上、教育番組が１０％以上、娯楽番組が２０％以上と、ほかの部門は実績と近い

数字になっているにもかかわらず、報道番組を２０％以上に設定するのは、目標設

定として違和感がある。平成２８年度については見直してほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  検討させていただく。 

 

○  おおむね、当初の目標とした番組編成がされていると思う。今後も引き続き目標

に合わせ、よい番組を作ってもらうことをお願いしたい。 

 

 

＜平成２８年度国内放送番組編集の基本計画（案）について～予備審議～＞ 

 

○  ＮＨＫにとって、今年はＢＰＯから意見を提示された重大な年であり、その意見

を踏まえた編集方針が必要ではないかと思う。「編集の基本方針」、または最後のと

ころに「ＢＰＯの意見を反映させた内容にする」と書き込むことを検討してもらい

たい。 

  東日本大震災について「編集の基本方針」にも、「編集の重点事項」にも、きちん

と記載されているが、自然災害としてだけ位置づけているように読める。東日本大

震災の復興が遅れている理由は原発事故が大きな要因となっており、「原発事故の

問題についても継続的に報道する」と明記してほしい。 

 

○  今までも「地域」というキーワードが議論の対象になってきた。地域局からの発

信や地域発ドラマ制作だけではなく、地域再生、雇用、働く場も全部含めた意味だ

と思う。ここ数年、地域がなくなるというような課題もあるなかで、これまでと同

じような位置づけでよいのだろうか。１１月１５日(日)のＮＨＫスペシャル シ

リーズ認知症革命 第２回「最後まで、その人らしく」などは典型的な例を紹介し

た番組だったと思う。ＮＨＫでは問題の指摘だけではなく、それに立ち向かい何と

か止めようとする動きについてもかなり取り上げている。そういった深刻な状況認

識に対し立ち向かう姿勢を打ち出す明るいメッセージをどこかに盛り込んでくれ

たらと思う。 

 

○  メディアが社会をいじめている面が最近あると思う。ＮＨＫは理屈にのっとった

報道を心がけ、あげつらうような伝え方はやめたほうがよいと思う。原発事故の問

題も、関係者は前の世代が作った原発の事故対応に一生懸命に取り組んでいる。そ

ういったことを伝える優しい気持ちが放送局にも必要ではないかと思う。また、平

和な日本をつくるために、本丸に迫るような平和主義を掲げる番組を作ってほしい。

弱い人をつつき回すような報道はしないでほしい。「人の不幸は蜜の味」と言うよ

うに、人の不幸について取り上げると視聴率は上がるかもしれないが、ＮＨＫだけ
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はそういう取り上げ方をしないようにしっかりと取り組んでほしい。視聴率を気に

せず、政府も気にせずに、本当に平和な日本や世界をつくるためにどうすればよい

のかいうことに取り組んでほしい。 

 

○  国内では爆発的に外国の方が増えているが、東京オリンピック・パラリンピック

に向け、この流れがさらに加速すると思う。例えば災害が起こった際など、放送を

使って何を外国の方たちに伝えるべきかを考える必要があると思う。併せて外国の

方々とどう共生していくのか、幅広い年齢層に向けてどう伝えていくかも考える必

要がある。 

  日本では、東京オリンピック・パラリンピックに向けたメディアアートが進んで

いるが、それらとスポーツ番組を組み合わせることで生まれるおもしろさや細心さ

があり、それらを海外の人が見れば、日本のすごさを感じてもらえると思う。そう

いった取り組みに向けた準備もどんどん進めていってほしい。いろいろな国のテレ

ビ番組を見ていると、番組からその国の状況や文化を推し量れる。ＮＨＫには日本

を誇ることのできるような番組作りをしていってほしい。何ごとも深く広く追究し、

深い感動や知性を伝える番組を放送することで、日本人の間にも豊かな文化や教育

への興味、人を思いやる気持ちが広がるという、よい循環が起こればよいと思う。 

 

○  基本的な枠組みはよいと思う。１年たって基本計画が実行できたかどうかの評価

をしていると思うが、何をもって達成されたと評価しているのか。ものによっては

定量的には評価できず、定性的な評価になるなど、いろいろな評価があると思うが、

国民から見て分かりやすい評価について検討してもらえたらどうかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  定量的な判断基準の一つは視聴率だと思うが、一つの物差

し、バロメーターとして大事なことだろうと思う。そして視

聴率だけで評価するのではなく、いろいろな要素をかみ合わ

せ、判断すべきだろうと思う。よい番組かどうかはアンケー

ト調査やマーケティング等を実施し、十分に分析する必要が

ある。例えばクラシックの番組は視聴率としては低いかもし

れないが、ＮＨＫならではの番組でもある。そういったこと

も合わせて考えていきたい。 

 

  具体的な評価としては、放送の質についてアンケート調査

を行い、１０指標を用いて波ごとに評価し、視聴率や接触者

率についても分析した結果を、四半期ごとにこの中央放送番
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組審議会でもご説明している。「国内放送番組編集の基本計

画」はある意味抽象的なものであるが、具体的に番組が視聴

者にどう評価されているのかについては四半期ごとにご報告

している。 

 

○  「国内放送番組編集の基本計画」の中で、この分野については放送番組の視聴者

へのアンケート調査で何点以上を目指す、という指標が欲しい。視聴率は低いがご

く少数の人に大変高く評価されている番組もよしと判断すればよいと思う。「国内

放送番組編集の基本計画」に記載していることと、番組ごとの公平性や迅速性など

について評価が結びつかず、翌年「国内放送番組編集の基本計画」を直そうにもど

こを直すべきなのかが分からない。ＰＤＣＡとまでは言わないが、立てた計画の結

果を評価する仕組みも入れたらどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「国内放送番組編集の基本計画」と併せ、来年度の具体的

な番組改定の議論も進めており、時刻表という形で来年１月

ぐらいにご説明できると思う。「国内放送番組編集の基本計

画」の趣旨を十分に考慮し、具体的にどういう番組にするの

かという形で時刻表に落としていき、その時刻表に基づいて

放送した番組がどのように受け止められているのかは一つ一

つブレークダウンしながら評価していく。 

 

○  個々のテーマごとに２つか３つ指標を作ればよいと思う。指標があれば評価が分

かりやすい。 

  放送番組の部門別編成比率の指標で、総合テレビの報道番組を新年度に３５％以

上と見直したのは大きな進歩かもしれないが、実態は５０％前後であり、せめて４

０％以上としたほうがよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  放送番組の部門別編成比率は、総合テレビの教養番組と教

育番組は免許条件となっており、それぞれ２０％以上、１０％

以上と決まっている。それ以外については調和原則に基づき、

４つの分野の番組がうまく放送できていればよいという考え

方だ。教養番組２０％、教育番組１０％、報道番組３５％、

娯楽番組２０％を足すと８５％となり、残りは１５％だ。合

計を 100％にしてしまうと、そのときどきの社会状況などに
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合わせて編成を自由に変更するというＮＨＫとしての自主自

律、裁量の部分が狭まってしまうことにつながると考えてい

る。残り１５％分について、そのときの事情に応じ、ＮＨＫ

の自主自律の裁量権の下で自主的に判断したいという意味合

いも込め、この数字とした。 

 

○  私が知っている限り、実態は報道番組が５０％前後だ。それはＮＨＫの方針で５

０％となったのだと思う。100％にしろとは言うつもりはない。報道番組を４０％

にしたとしても、足せば９０％だ。今回変更したことは評価したいが、総合テレビ

では、娯楽番組よりも報道番組が２倍ぐらいを目指すのは適切な方針だと思う。 

 

○  部門別編成比率については、今の割合がキープされていれば問題はないのかと思

う。 

  ＮＨＫには、視聴率で余計な競争をしようとしてくだらない番組を作ってほしく

ない。上の世代の人は、ＮＨＫではない番組が映っていると、なぜＮＨＫを見ない

のかとチャンネルを替えるぐらいだった。そういう世代がいた時代はよいが、近年

はそうでもなくなっており、しっかり取り組んでほしい。 

 

○  委員から出された意見を踏まえ、ＮＨＫでどう修正するかを検討してほしい。 

 

○  「クローズアップ現代」の問題を踏まえ「改革」の姿勢を示すことは重要だと考え

るので、それが基本方針に謳(うた)われていることは良いと思う。一方、編集の重点

事項、各波の編集方針の書きぶりで、「挑戦」は感じられるが、「改革」については焦

点がはっきりしていないよう感じられる。「改革」を考えている部分をもう少しはっ

きり伝えてはどうだろうか。 

  編集の重点事項「7．日本を世界に、発信を強化」については国内放送と国際放送

の連携強化は分かるが、国際共同制作がいかにして日本の発信になるのかが外部の者

にはよく分からない。もう少し分かりやすく書いてはどうだろうか。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「クローズアップ現代」に関するＢＰＯの意見書は大変重要だと思う。報道もさ

れているが、総務大臣の厳重注意、自民党の呼び出しも含め、かなり厳しい批判が

された。残念ながら総務大臣などから、真摯（しんし）に受け止めるというコメン

トはなく、大変由々しき問題だ。つまり、同じことが起こる可能性があることにな
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り、絶対に止めなければいけないし、ＮＨＫだけの問題でもないと思う。ＢＰＯの

意見書の最後のところで、「放送に携わる者自身が干渉や圧力に対する毅然とした

姿勢と矜持を堅持できなければ、放送の自由も自律も浸食され、やがては失われる。

これは歴史の教訓でもある。放送に携わる者は、そのことを常に意識して行動する

べきであることをあらためて指摘しておきたい」と明示されており、その姿勢を貫

くことが大事だ。その点についての見解をお聞きしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＢＰＯのその部分の意見については、ＮＨＫの当該の番組

に関することではなく、ＢＰＯが独立した立場で意見を述べ

たと理解している。ＮＨＫとしてはコメントをする立場にな

いと考えている。ＮＨＫは憲法で保障された表現の自由の下

で放送法にのっとって何人からも干渉されず、規律されるこ

となく、事実に基づいて公平公正、不偏不党の立場で放送す

る姿勢にはいささかも変わりがない。 

 

○  放送の姿勢は当然で、今回のようなことが起こった際に毅然(きぜん)とした対応

をしてほしいということだ。 

 

○  今回のＢＰＯの意見は詳細で、すばらしいものだと思う。ところが、ＮＨＫから

のコメントはあまりにもお粗末だ。ほんの数行で、ＮＨＫの調査結果がおおむね認

められたと思う、というのは違うのではないか。やらせの部分にしてもＢＰＯから

の意見には「（ＮＨＫの）ガイドラインにいう『いわゆる「やらせ」』の概念は視聴

者の一般的な感覚とは距離があり、本来ならもっと深刻な問題を演出や編集の不適

切さにわい小化することになってはいないかとの疑問を持たざるを得ない」とまで

書いてあるのに、ＮＨＫからのコメントでは、ＢＰＯからの意見を引用して「『や

らせ』があったとは言い難い」などと書かれており、あまりにもお粗末だと思った。

どんな問題があり、どこまで掘り下げるべきかを、ＮＨＫが出したコメント以外に

もＢＰＯの意見に対し発言するべきだったのではないか。今回のコメントは残念に

思った。 

 

○  私も同感だ。ＮＨＫは４月の報告書で「放送ガイドライン」の定義にある「やら

せ」はなかったと報告した。それについてＢＰＯが疑問を提示したわけであり、Ｎ

ＨＫはその指摘に真っ正面から向き合い、答えるべきだろうと思う。「放送ガイド

ライン」の「やらせ」の部分の見直しなどを検討する考えはないのか。 
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（ＮＨＫ側） 

  ＢＰＯが指摘しているように、視聴者にどういう情報が伝

わるのかが最も重要なことだ。現実とわれわれが伝えている

ものに隔たりがあってはならないとＢＰＯが強く指摘してい

ることは重く受け止めている。「放送ガイドライン」の原点に

立ち返り、事実に基づいて正確に放送し、視聴者の信頼に応

えることが何よりも重要だ。 

  取材から制作、放送までに何があったのかという事実関係、

特に、週刊誌報道で「やらせ」だと指摘された、インタビュー

部分でＡ氏とＢ氏の間で役の入れ替えがあったとは考え難い

とのＢＰＯの意見は、われわれの調査結果と同様であるとい

う意味で、われわれの調査結果は大筋で認められたと考えて

いる。 

  

 

○  「クローズアップ現代」問題の検証番組に放送総局長が出演し、再発防止策につ

いてもコメントしており、真摯(しんし)な態度でよかったと思う。しかし、隠し撮

りではないのに隠し撮りのように見せたり、その場所が、ブローカーの活動拠点で

はないのにそのように見せたことについて、視聴者は「やらせ」だと判断するので

はないかと思う。ＮＨＫが考える「やらせ」の概念が一般とずれているとすれば、

事実と違うことをつくり上げ、放送することが「やらせ」であると定義を変更した

ほうがよいのではないか。視聴者が感じていることとＮＨＫが考えていることがず

れてしまうこと自体が好ましくないと思う。事実をもっと端的に認めたうえで、再

発防止策についてコメントをしたほうが説得力があったと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＢＰＯは今回の意見の中で、「やらせ」の定義を具体的に示

してはおらず、意見を公表した会見でも「やらせ」という単

語の概念は多義的だと指摘している。今回のＢＰＯの意見を

丹念に読むと、「やらせ」かどうかにこだわる以上に、ＮＨＫ

の「放送ガイドライン」で定められたとおり、きちんと事実

に基づいて取材し、放送していれば重大な放送倫理違反は起

きなかったという論旨構成だった。視聴者から「やらせ」だ

と指摘を受けるような番組を放送することは、もちろんあっ

てはならないことであり、「放送ガイドライン」を順守するこ
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とによってそのことを実現することがわれわれの責任である

と考えている。今回の指摘を受け止め、正確に徹底した事実

の把握をするという「放送ガイドライン」に掲げてある部分

について、放送に携わる者すべてに徹底したい。１２月には

全国の拠点局で再発防止策も含めた勉強会を再度開催し、今

後は視聴者の期待に反する放送を繰り返さないと、全員で確

認したい。 

 

○  ＢＰＯは意見のなかで「ＮＨＫの放送ガイドラインの『やらせ』の概念について

は視聴者の一般感覚と距離がある」と明確に指摘している。これは視聴者の感覚と

ずれているということだ。それなのにＮＨＫの定義では「やらせ」ではないと言う

こと自体が視聴者から見ると否定的であり、言い訳に聞こえる。現状がそうであれ

ば、何をもって「やらせ」とするかについては見直したほうがよいと思う。一般視

聴者の感覚とずれがあるままＮＨＫが意見を言い続けること自体が、正確な報道を

していることに対する疑問を呈しかねない。再度検討してほしい。 

 

○  どんな番組でもシナリオがあって作っていると思う。われわれのような素人が番

組に出演し、番組の筋書きに沿って「ここではこう発言してほしい」と言われるこ

とは何に当たるのか悩ましいと思った。長時間インタビューを受け、要点だけを

ピックアップすると、場合によっては趣旨が違ってしまうこともあると思う。この

問題については、難しい面が多々あると思う。どんな番組でも筋書きがあると思う

し、ディレクターが話をおもしろくしようとするのは、いくら消そうと思っても発

生するのではないかという感じがする。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ある種のシナリオに沿って、演技とまではいかないまでも、

インタビューに答えてもらったり、さまざまなシーンを撮影

することは、これまでもなかったとは言えないことだ。今回

の問題は、それが極大化したことだと思う。「クローズアップ

現代」についてのＢＰＯの指摘はそのとおりであり、番組の

趣旨そのものは間違っていないと思うが、すべての構成要素

に問題があったことは確かだ。そのことについて真摯(しん

し)に受け止める。この問題に限らず、ほかの番組についても

類例がないのかという問題もある。ＢＰＯから組織的な問題

についても指摘を受けた。ＮＨＫはとかく縦割り組織と言わ

れることが多いが、それぞれの組織が切さたく磨し、よいも
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のをつくる形になっていればそれも一つのやり方だ。今回の

ように危機管理事案となると、そういう部分が悪い形で出て

きてしまうこともある。そういったことも含め、ご指摘をい

ただいたところを一つ一つ直し、失われた信頼を回復してい

きたい。 

 

○  今回は２つの指摘があった。１つは放送の内容に関してで、それはすでにＮＨＫ

から検証報告が出されている。もう１つは放送事業者が問題を是正しようとしてい

る過程で政府が介入したことだ。ＢＰＯはそこを問題視しており、放送法が保障す

る自律という問題をどう考えるのか、それに対しＮＨＫがどういう姿勢を示すのか

という２つ目の問題がある。前者は十分かどうかという議論がいろいろあるが、放

送内容に関しては検証されたと思うし、今後とも十二分に努力が払われると思う。

２つ目の問題、放送事業者が是正しようとしているところに、個々の番組に対し政

府が介入することが、放送法から見てどうなのかということをＢＰＯの意見書から

重く読み取った。 

 

○  ＢＰＯが問題を指摘しているとおり、正確な放送を行っていれば、総務省からの

発言もなかったと思う。ＮＨＫが総務省の言ったことはおかしいと言えるかという

と、番組の内容そのものに問題があった場合、番組への介入とまでは言えないので

はないかと思う。そういう番組を作ってもらっては困るというのは視聴者も同様だ

と思う。だがそういったことが拡大していくとなると心配なことではある。 

 

○  １１月３日(火)にＮＨＫスペシャル「明治神宮 不思議の森～１００年の大実験

～」(総合 前 9：05～9：54)の再放送を見た。明治時代の人が、100 年先の森がど

うなるかを考え、壮大な実験を行い、森を見守っていた。現代の森林学者は、森を

育てるには、近くの森の構成を考える必要があることや、ある種類だけを植えても

森はうまく育たないと言っていたが、明治の時代にそういったことを考慮し、取り

組み続けたことはすごいことだ。その様子を映像で見られて、大変興味深かった。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル アジア巨大遺跡」は１１月７日(土)の第３集「地下に眠る

皇帝の野望～中国 始皇帝陵と兵馬俑～」、１１月８日(日)の第４集「縄文 奇跡

の大集落～１万年 持続の秘密～」を見た。知らなかったことが多く、知的好奇心

を満たしてくれるすばらしい番組だった。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル シリーズ認知症革命」が２回放送されたが、いずれもすば

らしい切り口でよかったと思う。認知症はこれから国民全体の問題になると思う。
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１１月１４日(土)の第１回「ついにわかった！ 予防への道」では原因をきちんと

究明し、１１月１５日(日)の第２回「最後まで、その人らしく」では認知症の方を

地域で支え合うという内容で、支え合う仕組みとして富士宮市の取り組みが紹介さ

れていたが、オランダからも視察が来るほどにすばらしい取り組みだと知った。私

は地域でＮＰＯ活動をしており、その醍醐味（だいごみ）と大変さを実感している

が、富士宮市の場合も大変なプロセスを経て、成功したのだと思う。キーパーソン

がいて、行政と地域の住民が一体となった結集であり、ほかの市で導入を検討する

ときにどういうハードルがあるのか、どういう仕組みが必要なのかなどを掘り下げ

て伝えてくれればありがたい。 

 

○  認知症問題の裏にあるテーマは認知症対策から地域再生そのもので、地域再生と

は人のつながりの再生だ。ケアを行うための集会所のような場所をつくることはい

ろいろなところで試みられている。自治体の一職員の熱意で動いたところもあるし、

ＮＨＫスペシャル シリーズ認知症革命 第２回「最後まで、その人らしく」のよ

うに市民ボランティアからの広がり、病院のようなもともとある施設からの広がり

など、いろいろな可能性があり、富士宮市は一つの例だ。ほころびはあちらこちら

で出ており、地域局にとどめずに発信していってほしい。東京から、国から発信す

るよりは地域同士で発信し合うような環境をＮＨＫの全国ネットワークを通じて

作ってほしい。被災地の復興も今の文脈で言えば地域再生そのものだ。被災地の復

興だけではないところに日本は来ていると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地域再生の話について。現在「ＮＨＫ地域づくりアーカイ

ブス」というサイトを１０月からネット上に公開している。

「農林水産・食」、「環境・エネルギー」、「共生経済・観光」、

「コミュニティ・商店街」、「教育・子ども・若者」、「医療・

介護」、「福祉・生活支援」、「災害復興・防災」などの分野で

これまでＮＨＫが取材してきた地域でのさまざまな取り組み

について、ニュースや番組の映像をご覧いただくことができ

る。ある取り組みについて、ほかの自治体が視察に行く際「ま

ず『ＮＨＫ地域づくりアーカイブス』を見てから来てくださ

い」といった利用が増えつつある。現在は 100 ぐらいの自治

体の取り組みを見ることが可能だ。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ認知症革命 第１回「ついにわかった！予防への

道」で原因をきちんと究明したうえで、第２回「最後まで、その人らしく」を見た
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が、海外の事例が紹介されていて参考になることが多く、大変よい番組だった。第

１回「ついにわかった！予防への道」では認知症をどう予防するかについて、発症

を防ぐ運動や食生活などを紹介し、「手軽に取り組めそうだから頑張ってみよう」

と思えるような工夫がところどころに見られ、よくまとまっていたと思う。第２回

「最後まで、その人らしく」では、重い認知症の方でも自分の気持ちをきちんと文

字にすることができて、「物忘れをしてしまうことがつらい」、「認知症になってし

まって悲しい」などといった思いや気持ちを持っていることを分かりやすく取り上

げていて衝撃を受けた。私たちがこれから何をすべきなのかについても考えさせら

れた。富士宮市の例もうまく伝えていた。認知症の問題は身近で、自分たちのこと

として行動していかなければならず、自分はちょうどその年齢でありこれから何を

するべきか、もっとじっくり考えようと思った。アメリカではガイドラインを改正

し、補助金を出す条件として薬を減らし、本人中心のケアをするというすばらしい

ことを考えているようだ。日本もどうやってケアをしていくのかを考えなければい

けない。お金も人も含め、いろいろなものが必要だ。それには富士宮市のように住

民が、私たちが頑張らなければいけないと思う。番組を見て「頑張りなさい」と言

われているような気がした。これからも分かりやすくいろいろな角度から認知症を

取り上げる番組を続けてくれれば、日本もよい方向に行くのかという希望が持てた。

これからもよい番組を作ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫスペシャル シリーズ認知症革命」を大変褒めて

いただき、ありがとうございます。日本では子どもが育ち上

がり、１人住まいの高齢者が多数いる。ＭＣＩ（軽度認知障

害）の方々に、歩くことを推奨することができれば、認知症

を発症する確率が下げられるかもしれない。認知症を発症し

た方へのケアも大事だが、予防からスタートする取り組みを

どうやって国民運動的に実施していくかが大事だ。例えばラ

ジオ体操と同じような取り組みが必要かと思う。 

 

○  ラジオ体操について、夏休みは子どもたちも集まるが、普段はほとんどが高齢者

で、神社などに集合してラジオ体操を行っている。しかし朝方に地震が発生すると

番組が放送されず、何もせずに帰宅するそうだ。放送がないときはテープを流さな

いのかと聞いたら「テープではなく、ＮＨＫのラジオを聞きながらやるのがいい」

ということだった。何かあった時にはラジオ第１と第２を使い分けてうまくできな

いものだろうか。 
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（ＮＨＫ側） 

  昔、私もテープを流しながらラジオ体操をしていたことが

あるが、テープだと義務的になり、興味が湧かない。高齢者

が集まりラジオ体操を行うだけでも一つのコミュニティであ

り、大変大事なことだ。ＮＨＫの「ラジオ体操」も毎日の放

送のほかに年に１回「１０００万人ラジオ体操・みんなの体

操祭」を実施しているが、そういったことを盛んにすればよ

いと思う。 

 

○  震度３程度の地震であれば、放送を休止しないような工夫をしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  １１月１４日(土)は鹿児島県西方沖でやや強い地震が発生

し、津波注意報が発令されたため休止せざるを得なかった。

「ラジオ体操」はテレビの「連続テレビ小説」のような位置

づけで、なるべく放送するという方針だが、緊急報道の際は

休止することもある。ご理解をいただければと思う。 

 

○  認知症はこれからの社会で大きな課題だ。研究成果も次々と出てくることが予想

される。新しい成果についてはまた紹介してほしい。今の「ラジオ体操」に何か付

加すると認知症の予防になるかもしれない。そういった展開の形もよいと思う。 

 

○  １１月５日(木)の「新天地に挑んだ日本人～日本・ブラジル１２０年～」(総合 後

10：00～10：49)は、農民写真家の大原治雄さん、ブラジルで芸術家になった大竹

富江さんが取り上げられていたが、そういう人がいたのかと大変興味深かった。大

原さんが撮影した写真のきれいさには驚いた。大竹さんを紹介するパートでは、日

本人の移民の中で勝ち組と負け組に分かれた凄惨な争いや、日本人コミュニティに

対する反発もあるなか、ブラジルの芸術家の輪の中に飛び込んで大成するという筋

立てだったが、そのつながりがよく分からなかった。ブラジル社会に飛び込むとい

うのがキーワードで何度か出てきたが、どうやって飛び込んだのか、なぜ大竹さん

がそう考えたのか、移民で行った人がホスト社会に統合されていくのはどういうこ

となのかが分からなかった。最後のほうで、日本人は教育熱心だというような話が

あったが、移民の問題とどうかかわるのかが有機的につながっていない印象を受け

た。このグローバル時代においては人はあちこちに動くようになり、移民や難民な

ど大変な問題が起きているなか、移民の問題を取り上げたことはタイムリーだった
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と思う。新天地に挑戦した日本人という視点で描かれていたが、昔イギリスの専門

家から「『移民』問題と言ってはいけない。『移民』への挑戦と受け止めなければい

けない」と言われたことがある。移民という問題は行った人だけではなく、受け入

れる側にとっても大きな挑戦だと思う。今日的なコンテキストで過去の日本人がど

のようにブラジルに渡り、その世界に溶け込んでいったかという問題を描くのであ

れば、受け入れた側がどういう社会であったのか、どのように日本人を受け止めた

のかが大事だったのではないかと思う。その辺についても、もう少し掘り下げても

らえればよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「新天地に挑んだ日本人～日本・ブラジル１２０年～」で

は、取材が深く到達しなかったところもあり、どのようにブ

ラジルが日本人の移民を受け入れたかを取り上げきれなかっ

たと思う。第二次世界大戦の後の話では勝ち組、負け組の間

で争いが起き、そのことでブラジルの国会では日本人の移民

を国民とするのをやめようではないかという議決が行われた。

結果は半々だったが、議長から「どこの国だからという差別

なく日本人を同じように認めよう」という決定があった。そ

こで話が終わり、大竹さんの話に移ったが、その展開の仕方

が関係があやふやなままだったため、余計に混乱したのかと

思う。議長の決断に対して、ブラジルの懐の深さのようなも

のを感じ取っていただこうと思い紹介したが、取材が 100％

うまくいっておらず、もっとしっかり取り上げられたのでは

ないかというご指摘はあるかもしれない。 

 

○  「新天地に挑んだ日本人～日本・ブラジル１２０年～」で紹介された日本人たち

について、日本にいる日系２世、３世の人たちの間で、どのように共有されている

のかと思った。移民を受け入れる側の問題もあるが、もう一つ問題があると思う。

共生と言っても、結局は当事者同士であり、在日の日系人はその歴史をよく知らな

い。どういう若者、同世代が対話できるのかと考えると、継続し、展望をもっと広

げた形で取り上げていってほしい。 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」を毎日楽しく見ている。前作の「まれ」とのギャッ

プがあり、雰囲気も違っていてしばらく慣れるのに時間がかかったが、主人公あさ

の勢いのある感じやＡＫＢ４８の主題歌が毎朝のリズムに乗って大変楽しい。「花

子とアン」も好きだったが、違う感じだ。子どもと一緒に見ているが、子どもが出
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演者たちの独特な話し方をまねしたり、家族でいろいろな会話も生まれている。こ

れからも期待している。 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」の視聴率はどれぐらいなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  関東地区の世帯視聴率で最高が２４．８％だ。 

 

○  連続テレビ小説「おしん」は５０％を超えていた。その時代とは違うが、２４％

は高いと思う。大河ドラマ「花燃ゆ」の視聴率は回復したのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ２桁は維持している。 

 

○  １１月１５日(日)の「未来への絆」からはおもしろくなってきたと思う。ただ、

おもしろくなってきても、一度見なくなった人は戻ってこないかもしれない。 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」は大好きで、毎回見ている。主人公のモデルとなっ

た広岡浅子は、仕事を一生懸命に頑張るあまり夫の世話ができず、「めかけ」に４

人の子どもを産ませている。当時としては珍しくないことではあるが、このことを

ドラマでどう取り上げるのかが心配だ。女性が一生懸命に活躍することが求められ

ている時代であり、その一方で仕事を頑張ると家庭や夫の世話ができないというな

かで、あの時代では当たり前のことだが、「めかけ」を作ることが現代の視聴者、

しかも朝のさわやかな時間帯に、どう受けいれられるように作るのか。今日の放送

が大変意味深な終わり方だったため、今後のことを心配している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ドラマはフィクションで、登場人物の名前も変えており、史

実と同じではない。朝の番組であり不快感をもたらさないよ

うに、十分に配慮して作っていきたい。 

 

○  ＮＨＫを含むテレビや新聞などで、小型ジェット機「ＭＲＪ」の報道について気

になったことがある。「ＹＳ－１１」から半世紀ぶりの国産旅客機ということでか

なり大きく報道されたが、このグローバル時代に“国産”とはどういう意味なのか

があまり分からないままだった。エンジン自体はアメリカ製で、部品の７割が外国

製品で、作った日本の会社も株の３０％以上を外国人が所有している。今の時代に
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大きなプロジェクトはグローバルな次元で行われており、“国産”ということばに

違和感があった。そういった複雑なバックグラウンドについて伝える報道がもっと

あってもよかったのではないか。もっと複雑で陰影の深い話だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  日本は「ＹＳ－１１」以降、５０～６０年のブランクがあっ

た。その間にアメリカの「ボーイング」などで日本が主要な

部分をたくさん作り、そういうところから技術を培ってきて、

今回、設計から組み立てまで日本で行った。エンジンは外国

製のものしかない。現代はグローバルなコンビネーションで

作っているため、どの日本の産物を取ってみても、純粋に日

本だけというものはない。設計を行い、組み立てたところが

日本であり、それを国産だと最終的に言っている。 

 

○  半世紀ぶりの国産と言うと、どういうイメージになるのだろうということだ。実

際のもっと複雑でややこしいリアリティを正確に報道するためには、もっと説明し

たほうがよいのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  委員のご指摘はわれわれも感じていることだ。「ＹＳ－１

１」の失敗は部品の供給、サービス体制など、飛行機そのも

のの問題だけではなく、飛行機という特別なものをメンテ

ナンスし、運用するノウハウがなく、うまくいかなかったと

いう指摘がある。われわれのニュースの中でもそういうこと

を伝えた。実際にそういうことができるのはアメリカとヨー

ロッパ、小型機はブラジル、カナダと限られた国しかなく、

その中に参入するという意味でいささか晴れがましい気持ち

もあり、ＮＨＫに限らず、新聞も、テレビも、そういう取り

上げ方をしたのではないかと思う。その辺について、もう少

しきちんと伝えておけば委員が指摘する疑問はなかったかも

しれない。目で見える飛行機だけではなく、安全に飛ばすた

めのさまざまなノウハウの蓄積がないとできないという意味

で、技術的に難しいチャレンジだ。だからこそ、感動を込め

て、こうした報道となったと思う。 

 

  「ＹＳ－１１」はあまり売れなかった。飛行機は寿命が長
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く、パーツなど、いろいろなものを作り続けなければならず、

コストの高い部品を供給し続けることができず生産をやめて

しまった。「ＭＲＪ」がどこまで売り上げを伸ばせるかだと思

う。 

 

○  「放送番組モニター報告」でグラフを出すときに、評価５と評価４を合わせて９

０％としているが、数字を指数化し、評価５は５点、評価４は４点とすると９３点

のように点数で表現することができる。グラフも出したほうがよいが、評価５が多

く９０％なのか、評価４が多く９０％なのかは指数化すると差がはっきりと見える。

指数化し、横に記載したらどうだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  検討させていただく。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１０月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

１０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、経営計画における「達成状況の評価・管理」（２７年度第２四半期・

７～９月）について説明があった。続いて、浦沢直樹の漫勉「さいとう・たかを」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、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  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  小林いずみ（前世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官） 

   委 員      秋池 玲子（ボストン コンサルティング グループ シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター） 

         大野 博人（朝日新聞社役員待遇論説主幹） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         鎌田  實（諏訪中央病院名誉院長） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         東儀 秀樹（雅楽師） 

         永田 紗戀（書家／花咲く書道 Studio Saren.Nagata 主宰） 

         増田 雅己（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

        谷口  肇（前全国農業協同組合中央会専務理事） 

          

 

（主な発言） 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」 

（２７年度第２四半期・７～９月）について＞ 

 

○  ７～９月で波の接触者率は４～６月と比較すれば回復基調にある。ＢＳプレミア

ムは７．０と、かなり高い満足度を達成していることも成果ではないかと思う。一

方で、ドラマについては視聴率が昨年７～９月に比べるとかなり下がっているので

課題があるのかという感じがする。 

  引き続き視聴者から高い評価を得るような番組制作をお願いしたい。総じて回復
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傾向にある、ないしは改善しつつあるということで結構だと思う。「クローズアッ

プ現代」については過去にも議論したが、内容の作り方に問題があるということで

「クローズアップ現代」ないしはＮＨＫの報道の信ぴょう性について疑念を呈する

ような放送があったのは残念だ。しかし、よい番組でもあり、これから改善するこ

とを期待している。 

 

 

＜浦沢直樹の漫勉「さいとう・たかを」（Ｅテレ ９月２５日(金)放送）について＞ 

 

○  大変興味深く視聴した。この番組は通常のドキュメンタリーとしてだけではなく、

誰かと冷静に見ている普通の雰囲気が大変よかったと思う。一般的なナレーション

が入ったドキュメンタリーであれば、さいとうさんの中にある何か大切な感覚をの

ぞけなかったのかもしれないと思った。定点カメラの映像に映し出される、さいと

うさんの何気ないひと言やしぐさを見て、「ゴルゴ１３」の作者という印象とは違

う親しみを感じた。浦沢さんとの対談形式だったことでさらに親近感を増したと思

う。私たちが当たり前に見ていた車の音の表現一つをとっても、浦沢さんの解説を

聞きながら見ると、こだわりがあって生まれたことが分かった。また、たばこを吸

いながら下描きなしに主人公の目を入れる姿には貫禄を感じた。ソファーで仮眠を

取りながらひたむきに机に向かう姿を見て背筋を正す思いがした。日常の短い時間

の中で、真っ白い紙から「ゴルゴ１３」が生まれ、命を宿すところがファンタジッ

クに感じた。読者を楽しませたいという思いや「監督が自分で、役者がゴルゴだ」

という心に残るコメントもたくさんあり、大変幸せな気持ちで見終わった。 

 

○  小さいころ親から「漫画なんか読まずに勉強しなさい」と言われていたため、大

きくなるにつれだんだん漫画が読めなくなっていたが、その中でも「ゴルゴ１３」

は割と好きな漫画でときどき読んでいた。その「ゴルゴ１３」がどのように描かれ

ているのかと興味を持ちながら視聴した。日ごろ見ることができない漫画の世界を

堪能することができ、よくまとまった番組だと思った。「ゴルゴ１３」が出来上が

る過程の職人芸のような作業には思わず見とれた。さいとうさんと浦沢さんの会話

にも仕事人としての息吹が感じられ共感が持てた。さいとうさんの「時代、時代の

解釈で善悪も、何もかもが変わっていく。『ゴルゴ１３』が４７年間、今日まで続

いているのはその時代の善悪、解釈で描かなかったからだと思う」とのことばに共

感を覚えた。番組を見て、さいとうさんにさらに興味が湧いた。さいとうさんはな

ぜそのようなキャラクターを漫画で描こうと思ったのか、ゴルゴという極めて特異

な人物を生み出すまでの背景、理由、考えの過程が紹介されたらさらによい番組に

なったのではないかと感じた。 
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（ＮＨＫ側） 

  「漫画ばかり読んでいないで勉強しなさい」と浦沢さんが

小さい頃にお母さんから言われていたことから、「漫勉」とい

うタイトルにした。さいとうさんの背景については現場でも

最後まで議論したが、番組の時間の問題もあって入れられな

かった。やはり入れたほうが番組に深みが出ると、改めて感

じた。 

 

○  ２人とも大好きな漫画家で、大変興味深く視聴した。浦沢さんを選んだことが大

正解だと思う。手塚治虫さんや石ノ森章太郎さんが生きていたとしても、世界を

リードする重鎮と世代が違っていても、技術、感性でさいとうさんと横に並べる、

今を生きている人は浦沢さんしかいないだろうと思う。視聴者の気が付かないとこ

ろまで、浦沢さんの目線だからこそ示してくれる点がたくさんあり、それがマニ

アックな人たちも大喜びできるし、漫画のことをあまり知らない人でも強く興味を

引くよい演出となっていた。何気なく２人が会話していることのどこをとっても聞

き逃したくない内容だった。普通のナレーションで構成する番組では得られない臨

場感があり、そこに一緒に居合わせて話を聞いていて、気持ちがよくなっていくよ

うな感覚を覚えた。これからも浦沢さんがズバズバと話し込んで、どんどん漫画界

の重鎮の姿を引き出していってほしいという期待が膨らみ、大好きな番組となった。 

 

○  私自身は漫画とは縁遠い人間で、漫画を買って読んだがことがない。私のような

積極的関心のない視聴者にどうしたら「漫勉」のような番組に接触してもらえるの

かが課題ではないかと思う。実際こういう番組があることを知らなかった。世界で

も有名な「漫画」の創作世界が作者によって違うという説明を聞き、その世界を見

られることが貴重だと再認識した。さいとうさんについては全く知らなかったが、

プロダクションのスタッフとの連携で生産性の高い劇画が創出される過程は勉強

になった。９月２４日(木)に「これが最後の『これでいいのだ！』～赤塚不二夫 最

後のマンガ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～10:59)も見たが、脳科学者、映画雑誌編集者、

劇作家、小説家など、さまざまな分野の出演者が登場し、赤塚漫画を解説しており、

その価値の高さが積極的関心のない私にもよく分かった。そういった第三者の解説を

交えると光と影、よいところと悪いところも表れてきて、すばらしさがさらに膨れあ

がり、楽しみも含め伝わるのではないかと感じた。 

 

○  おもしろいと思いながら最後まで見た。さいとうさん自身が「自分は映画でいう

と監督みたいなものだ」とコメントし、共同で漫画を作るという考えがほとんどな
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い時代にプロダクションを立ち上げチームで漫画を制作することを始め、脚本家が

台本を持ってくることもあり、ネームを考えるのに時間の大半を注ぐとの説明が

あった。４７年間も「ゴルゴ１３」が人気を維持し続けていることの秘密、時代の

相対的な善悪などに左右されない普遍的なものを捉えていることの理由は、ひょっ

としたらプロダクションという方式にかなりあるのではないかと思う。さいとう

さんが言っているように、それぞれが得意な分野を持った人たちを集めて創作する

ことに「ゴルゴ１３」の秘密があるとしたら、そこがもっと大事だったような気が

する。下描きなしでさいとうさん自身が描く場面は、プロやマニアは感心するかも

しれないが、そうでない立場から見ると、おもしろかったが、見終わって疑問が増

えたところもあった。番組の主題はペン先一つで創作する瞬間をカメラで捉えるこ

とにあるということだが、主人公が生み出されているところを映像で見せることは

貴重だと思う。それは「ゴルゴ１３」の４７年間の成功とは別の側面であるような

気もした。焦点がやや分かりにくかったというのが正直な感想だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  身につまされるコメントを頂いた。編集する上でも何を選

択し、どう描くかはいつも悩むところだ。ご指摘どおりのと

ころもある。今後の参考にさせていただきたい。 

 

○  私は漫画ファンではなく、「ゴルゴ１３」も名前を知っている程度だった。自ら

選択して視聴することはなかった番組だと思うが、今回見てよかったというのが率

直な感想だ。浦沢さんとさいとうさんの静かな語りで落ち着いて見ることができた。

最近は静かに語る番組が少なく、そこは何よりも評価したい。浦沢さんのさいとう

さんに対する尊敬の念も静かな語りの中に十二分に伝わってきた。漫画があれほど

緻密な設計のもとに作られることも、漫画のことを知らない私には漫画を見直す大

きなチャンスとなった。さいとうさんは若いころに日本画を修行されたということ

で、武士の後れ毛を描く様子にそこまで出るのかと感心した。日本の漫画文化が世

界に評価される裏にはそれだけ緻密で高い文化性があることを再認識する機会に

なったことを感謝したい。さいとうさんが記号でプロットを書き、途中で若いス

タッフがその紙を取りにくる場面があったが、スタッフたちがどういう苦労で「ゴ

ルゴ１３」を最終的に仕上げているのか、その姿が少しでも紹介されていればなお

よかったと思う。そうすれば、さいとうさんのプロットのすごさとそれを受け継ぐ

プロダクションのメンバーへのいたわりも伝わり、４７年間も続けてこられた背後

には、メンバーの力をまとめるさいとうさんの力もあったということが、筆の力だ

けではなく、より伝わったと思う。私が見ることのなかった世界を見せてもらい、

うれしかった。 
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○  大変興味深く視聴した。私は漫画が大好きで、社会人になってからも漫画を連載

している青年向け雑誌はほとんど買って読んでいた。そのため漫画に関心がない人

が見るのとは違った感想になるかもしれない。さいとうさんが手塚治虫さんの作品

を見て、紙で映画ができるのかと思って劇画というジャンルを確立されていくとい

うところは、なるほどと思った。最近の漫画事情に思いをはせると、電車の中でも

かつて私が読んでいたような漫画雑誌を読んでいる人はとても少なくなった。新聞

も同じだが、紙文化が衰えてきている。一方でアニメが隆盛で、民放の深夜の時間

帯にはアニメがたくさん放送されている。アニメの中には漫画を原作としているも

のもあるが、最近はゲームから誕生したアニメ、原作がないオリジナルのアニメが

多くあり、その中には出来がかなりよいものもある。時間の都合もあるとは思うが、

漫画とアニメを巡る状況について、さいとうさんがどのように感じているのかとい

うところも少し取り上げてもらえればよかったと思う。 

 

○  日本の漫画は世界に冠たるソフトとして大変人気が高い。日本のアニメと漫画が

世界の人の心をつかむ本当のところはいったい何なのか、それは日本人の中にある

ものであり、それが世界にも共通するものだと思う。そういった趣旨から、浦沢さん

を起用し日本の漫画のよさや内容を突き詰めていくような番組を意識したと思う。

だが今回の番組からはその趣旨が伝わってこない印象を受けた。個人的にはさいと

うさんの漫画はあまり好みではなく、なぜ「ゴルゴ１３」という一つの個性で何十

年も漫画が続いているのか分からないぐらいだ。２人とも世界に通じるようなス

トーリーを描いているところが共通しているが、「ゴルゴ１３」と浦沢さんの漫画

が世界にどれだけ受け入れられているのかが知りたかった。受け入れられているな

らば、日本の漫画の普遍性を解明する手がかりになると思う。漫画家同士の語り合

いで楽屋落ち的なおもしろさもあると思うが、浦沢さんにとってさいとうさんが大

先輩であるにしても、さいとうさんの話をひっくり返すような突っ込みがあれば

もっと深みが出てよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  漫画文化が世界に受け入れられ、世界の人々の心をつかん

でいるところを解き明かしたいと私たちも思っている。漫画

家それぞれで創作形態が全く違うため、一人一人を見つめ、

なぜこの漫画が世界の若者の心をつかんでいるのかと思いな

がら編集、取材をすることが大変大切なことだと改めて思わ

された。 
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○  おもしろく視聴した。さいとうさんが手塚治虫さんの漫画を見て触発されたと

言っていたが、手塚さんをテーマにしたＮＨＫのほかの番組では、時代の変化とと

もにさいとうさんたちが描く劇画が人気となって壁にぶつかり、その影響で「ブ

ラック・ジャック」が生まれたのではないかということだった。お互いが触発し合

い、つながっていくことによって世界の先頭を走る漫画文化が創られたと、もう一

押しできたらもっとおもしろかったのではないか。劇画がほかの漫画のジャンルと

違うところはシナリオ、ストーリーがどう描かれているかで、そこがもの足りな

かった。分業制の中で脚本家がいて、脚本家が勝手に書いてきたものを絵コンテと

主人公のゴルゴだけをさいとうさんが描き、あとはチームでできているとすれば残

念だ。脚本家とさいとうさんがテーマについて議論するような場面があればよかっ

たと思う。監督だと言っているとすれば、映画監督はおそらくシナリオに対して

もっと突っ込んだ議論をするはずで、そういった場面がなかったのは劇画をテーマ

にしている割には弱かったのではないかと思った。 

 

○  ４５分の短い番組の中でさいとうさんの人生、劇画の成長の過程も含め、コンパ

クトによくまとまっているという印象を受けた。一流のプロが一流のプロを見るこ

とによって無駄のない、ツボを押さえた作りになっていたと感じた。番組の企画が

よかったのではないか。海外で日本に興味がある外国人に会うと、若い世代で「日

本に行ったことはないが、漫画で日本を好きになった」という人が多い。そういう

意味でさいとうさんが劇画を確立したこと、またある種の工房で重みのあるものを

大量に作り出すシステムを確立していった価値を改めて感じることができたのも

おもしろかった。ゴルゴの目線の先に車があるのかないのかで絵に重みが出るとい

うことまで指摘し、スタッフの若い人を励ましていることも含め、自分で新しいも

のをどんどん創造するクリエーター人生についても考えさせられた。漫画の好き嫌

いにかかわらず、興味が持てると思った。また、番組の演出もおもしろかった。鉛

筆で描いているときはそれほど目を引くものではないのに、みるみるペン先から表

情が現れ人間が生み出されていく創造のおもしろさが映像でよく表現されていた

と思う。漫画のようにコマ割で映像を組み立てる演出もおもしろいと思った。課題

があるとすれば、全体を見せようとする中でいろいろな要素が入っていて大変おも

しろいのだが、どれかを深掘りする方法もあるかもしれないと思った。この番組シ

リーズの何回かの組み合わせの中で濃淡を付ける作り方も考えているかもしれな

いが、そういった方法もあるかもしれないと思った。 

 

○  定点カメラを使ったアプローチがおもしろかった。定点カメラでゴルゴの顔がで

きていくのを見ながら「運慶は木を使って仏像をつくるのではなく、中にいる仏像

を掘り出す」というのを思い出した。紙の中からゴルゴを見つけ出しているような
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感じを受けた。その映像を見ながら浦沢さんと二人で話しているのも、共通の視点

に立って漫画を見るというおもしろいアプローチだと思った。私は劇画と漫画の違

いはタッチの違いかと思っていたが、劇画は紙の上に映画をつくることだと言って

いて、なるほどと思った。私も「ゴルゴ１３」は昔から読んでおり、チームで制作

していて脚本家が別にいることは分かっていたが、ゴルゴの普遍性を誰が主導して

作っているのかが、いまひとつはっきりしなかった。ゴルゴの普遍性は漫画を描い

ているさいとうさんのこだわりなのか、脚本家のこだわりなのか、共同で作り上げ

ているものなのか、「ゴルゴ１３」だからこそ、そこのところはもっと知りたいと

感じた。 

 

○  大変興味深く視聴した。劇画というのは漫画を描きながらそこにストーリーを持

たせ映画を作るという色彩があることを初めて知った。「ゴルゴ１３」は単行本に

なっているシリーズもので２番目ぐらいに発行部数が多いそうだが、それだけ売れ

る漫画ということは物語もおもしろいと思うし、画面の作り方も大変よく、なるほ

どこのように描いているのかとよく分かった。気になったのはそのストーリーを誰

が作っているのかだ。さいとうさんはゴルゴと自分の関係について、「よく言うこ

とを聞いてくれる役者と監督のつもり」だと言っているが、原作を書いている人が

いて初めて役者と監督だと思う。作家がさいとうさんなのか、別の人物と議論しな

がらストーリーを作っているのか、そこがよく分からなかった。スタッフと一緒に

作っているようだが、その役割がよく見えなかった。そこを伝えてくれると、もっ

とおもしろかったと思う。画面の作り方は大変うまく区切ってあり、二人が対話を

している画面と絵を描いているところを分けつつ、キーワードや重要な情報を下に

表示していたのは印象に残ってよかったと思う。視聴率はどれぐらいだったのか。

漫画の世界を取り上げた番組で若い世代に見てもらいＮＨＫに関心を持ってもら

うということも一つの目的だったと思う。ＮＨＫで積極的に番組をＰＲしていたよ

うにも見受けられなかったが、次回のシリーズの際にはもっと番組をＰＲしてもよ

いと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  Ｅテレの夜１１時の放送で、関東地区の視聴率は２．２％

だった。今年度同時間帯で２％を超えた番組はない。また視

聴者層は男性５０代に加え、若い世代にもよく見られ、漫画

に興味のある方が見てくれたという実感を持っている。委員

からの意見はセカンドシーズンに生かしたいと思う。ありが

とうございました。 
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○  一劇画家のドキュメンタリーにとどまらず、一つの分野、ジャンルと共同制作モ

デルを切り開いた苦闘のプロセスに迫ったものとして普遍的な意味合いを持つ番

組に仕上がったと思う。同業の後輩が仕事部屋を訪ね、ドキュメンタリーを見なが

ら対話をするという進め方も成功していて、自然でくつろいだ会話を生み出してい

た。制作過程、細部の手法についても興味深かったが、かつてのゴルゴファンの１

人としてはあのキャラクターが生み出された経緯、あるいは劇画というジャンルに

たどりつくまでの苦闘と模索の時代について、もっと深入りしてほしかった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「老衰死 穏やかな最期を迎えるには」は印

象に残った。樹木希林さんのナレーションで穏やかな気持ちで見ることができ、よ

い人選だったと思う。番組を見て、８月３０日(日)のＮＨＫスペシャル 老人漂流

社会「親子共倒れを防げ」を思い出した。２つの番組とも身につまされる思いで、

高齢化社会の深刻な問題を扱っており、底辺がつながっていると感じた。「老衰死 

穏やかな最期を迎えるには」は、死のテーマという重たいものだったが、改めて死

ぬとは何だろう、どう迎えたらよいのかとつくづく感じさせられた。老衰死で亡く

なる人のほとんどが苦しみも悲しみもなく息を引き取ることが、科学的データに基

づき指摘されているということに驚いた。また、海外の終末期ケアの専門家が「死

は敗北ではない。安らかに死ねないことが敗北だ」と語っていたのも衝撃的だった。

穏やかに最期を迎えるためには医療、年金、介護の３つが必要だ。社会保障の充実、

整備が求められていると痛感した。これからも高齢化社会の問題点を深く追究する

ような番組を作ってほしいと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「老衰死 穏やかな最期を迎えるには」は、老後、特に老衰死

の重要な問題を指摘してくれた。ＮＨＫでなければできないよい番組だったと思う。

今後はどういった取り組みを行う予定なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  高齢化社会の問題は折に触れ「ＮＨＫスペシャル」やその

ほかの番組でも伝えていく。例えば、認知症社会についての

キャンペーンを総合テレビで取り組んでいるが、１１月１４

日(土)と１５日(日)に「ＮＨＫスペシャル シリーズ認知症

革命」を、１２月には介護に仕組みをどう維持していくかな

どをテーマに放送する予定だ。今後ともぜひ視聴していただ
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きたい。 

 

○  １０月１８日(日)のＮＨＫスペシャル アジア巨大遺跡 第２集「黄金の仏塔 

祈りの都～ミャンマーバガン遺跡～」を見た。番組自体は興味深く、おもしろかっ

た。番組の導入部分で、ヤンゴンから車で１０時間かかって行き、いかにも秘境で

あるような印象を与えていたが、実際には飛行機で１時間のところだ。現実とかい

離しているのではないか、秘境をクローズアップしようとしているのかという意図

性を感じた。見ている人たちに誤解を与えるようなことは避けたほうがよいのでは

ないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル アジア巨大遺跡 第２集「黄金の仏塔 

祈りの都～ミャンマーバガン遺跡～」について。バガンには

もともと王都があり、位置的にもそれほど奥地ではなく、秘

境性を強調する意図はない。取材班がマイクロバス等で現地

に行っており、その取材過程をナレーション化した。 

 

○  ９月２１日(月)の「天使のアングル」(総合 後 6:10～6:40)を見た。小学生に「い

のちってどんなもの？」と聞いていたが、子どもの視点でもいのちは「いちばん大

切なもの」というのは何となく想像がつくが、「神様が少しの間時間を貸してくれ

たのがいのち」、「必ず死と対面するもの」、「いのちを失ったら元に戻れないと言

いながら人を傷つけることがある」と考えている小学生が紹介されていて、私たち

が忘れてしまったものをうまく取り上げていてすばらしい番組だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「天使のアングル」は、総合テレビで親子で視聴できる番

組として開発し、今回が３回目の放送だった。ちょうどお彼

岸が放送日で、番組ではお墓参りで子どもたちが手を合わせ、

何をお祈りするのかという身近なことから入った。亡くなっ

たおじいちゃん、おばあちゃんに子どもたちが何をお願いし

ているのか、ふだん見えにくいことでも改めて聞いてみると

見えてくる、そういった子どもながらに考える視点を今後と

も視聴者にお伝えしていきたい。 

 

○  １０月８日(木)の「Ｄｒ．ＭＩＴＳＵＹＡ～世界初のエイズ治療薬を発見した男

～」(総合 後 10:00～10:49)を見た。満屋裕明さんはその世界で大変高名な方で、
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興味を持って見た。エイズ治療薬の発見に至る経緯、苦労エピソード、満屋さんの

人柄等が出ていて、大変よかったと思う。今までテレビの取材を断られていたとい

うことで「今回はディレクターの口車に乗せられた」と満屋さんがコメントしてい

たが、どういう風に取材に応じてもらったのかを教えてほしい。一方で、放送のタ

イミングが気になった。ちょうどノーベル賞ウィークで、少なからぬ視聴者が今年

のノーベル賞は満屋さんが受賞するのではと思ったかもしれないし、番組を見た人

の中には今年とれなくて残念だったと思った人も多かったかもしれない。それがね

らいだったのかはよく分からないが、タイミングはもう少しずらしてもよかったの

かと思う。どのような考えで放送のタイミングを決めたのかを聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  聞いているレベルでは満屋さんも、そろそろ自分で取り組

まれてきたことを、お世話になった方も含め、どういうプロ

セスの中で成し遂げてきたのかを、改めてテレビで伝えても

よいと考えたタイミングだったようだ。長期間にわたってい

ろいろな人間が取材のアプローチをしてきた中で、たまたま

満屋さんがよいと感じるタイミングだったということかと思

う。担当したディレクターが信頼を勝ち得ることができるタ

イプの人材であったことは事実だ。放送のタイミングについ

てはいろいろあると思うが、制作した側としてはノーベル賞

をとっていただきたいという期待があったのは本音だ。編成

とも相談し、このタイミングで放送した。「満屋さんも受賞に

値する」と伝えてもよいと思った。 

 

○  私も「Ｄｒ．ＭＩＴＳＵＹＡ～世界初のエイズ治療薬を発見した男～」を見たが、

大変よい番組だった。エイズがなぜ感染するのかが分からないときに研究に取り組

み、家族を持ち、自分が取り組むべきかどうかと悩みながら、医者としての使命感

で研究に取り組み、世界初のエイズ治療薬を見つけたとのことで、大変興味深かっ

た。ＮＩＨ（米国立衛生研究所）に所属していなければ、いろいろな人からの情報

を得られず、開発できなかっただろうということで、研究者一人の思いだけではな

く、いろいろな人との交流の中で研究が進むこともよく分かった。ノーベル賞を受

賞していればタイムリーだったとは思うが、受賞しなくとも大変よい番組を放送し

てくれたと思う。大変感銘を受けた。 

 

○  ９月２３日(水)の歴史秘話ヒストリア「きっと会える！大好きな人に～渋谷とハ

チ公 真実の物語～」を見た。私は「歴史秘話ヒストリア」が好きだが、動物が主
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人公の番組は珍しいと思う。内容も泣けた。渋谷のハチ公にあのような物語があっ

たとは知らなかった。珍しく家族で一緒に見て、自らの愛犬と比べ、あれこれと会

話になった。もっと詳しく知りたくなり、番組を見たあと図書館でハチ公の文献を

調べたほどだ。このように私の興味をかき立てるテレビの力とともに、昭和７年１

０月８日の「朝日新聞」の記事で忠犬が誕生したという事実から、まさに日本史を

作ったメディアの力を「歴史秘話ヒストリア」から感じた。 

 

○  １０月５日(月)のクローズアップ現代「ニッポン女性は“やせすぎ”！？～“健

康で美しい”そのコツは～」を見た。これまで何となく言われてきたことを科学的

にきちんとした視点で伝えてくれていた。スペインのファッション界ではＢＭＩの

数値が１８未満のモデルを起用しないという話を伝えていたが、そういうことを取

り上げてもらえれば日本のファッション界も、何か対策を講じるきっかけになる。

そういう視点ではかなりよかったと思う。 

 

○  １０月７日(水)のクローズアップ現代「生出演・大村智さんが語るノーベル賞受

賞秘話」は受賞が決まった２日後の放送だったが、ＮＨＫだからこその番組だった。

大村さんを追いかけて取材した過去の映像が紹介され、これまで大村さんが取り組

まれてきたことをよく理解しているＮＨＫのすごさが分かった。「クローズアップ

現代」は大事な番組であり、かつてのように信頼される番組にするためには、ニュー

ス性や忘れられていることを長期取材し放送するような視点も大事だが、日本中が

注目していることを、いちばん熱い時期にある切り口で放送することも大事なこと

ではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大村さんについては 1994 年、番組が始まって２年ぐらいの

「クローズアップ現代」で取り上げている。微生物から薬を

つくるのは難しいことだが、大村さんは当時から熱心に取り

組まれていてその世界では知られている方だ。こうした苦労

も含め、今回番組化した。そういった展開もうまくできたと

思う。ニュートリノの研究についても、「クローズアップ現

代」で二度三度と取り上げている。番組内できちんと情報が

蓄積されてきたことで、スピーディーに放送ができたと思う。 

 

○  日本代表の大活躍でラグビーが注目されているとき、１０月５日(月)のプロ

フェッショナル 仕事の流儀「アンコール エディー・ジョーンズ」を見たが、こ

ういう時期にパッとアンコール放送できることがすごいと感じた。１０月１１日
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(日)の為末大が読み解く！勝利へのセオリー「エディー・ジョーンズ ラグビー日

本代表ヘッドコーチ」(ＢＳ１ 後 1:00～1:44)も再放送だったが、ヘッドコーチの

ジョーンズさんが「日本人とは何か」という哲学的なことを考えながら、どうやっ

て日本人選手を指導してきたのかを掘り下げて伝えていて、日本代表が強くなった

理由が分かった。ラグビーのワールドカップを生中継してもらうことも大事だが、

その舞台裏で行われていたことが常に記録されていて、それをいちばん熱い時期に

放送できるＮＨＫはすごいと感じた。 

 

○  ラグビーが大好きで、「ラグビー ワールドカップ２０１５」をかじりついて見

た。関連するＮＨＫの放送はおおむね満足できるものだった。エディー・ジョーン

ズさんを中心にした強さの秘訣(けつ)についてのドキュメンタリータッチのフォ

ロー番組もタイミングよく放送され、同時進行して見ることができ、ラグビーの一

連の放送を意義深く見ることができた。ライブの試合の放送は「日本対南アフリカ」

戦と「日本対アメリカ」戦がＮＨＫで、「日本対スコットランド」と「日本対サモ

ア」は日本テレビでライブ放送し、ＮＨＫは録画だった。ＮＨＫに全部ライブを放

送してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  放映権交渉は大会の何年か前に行われている。日本テレビ

とお互いに話し合う中で放送計画が決まった。2019 年のラグ

ビーワールドカップの放映権は、これから交渉を始めるとこ

ろだが、日本戦だけではなくほかの国の試合もあり、試合の

間隔が空いて長期間に及ぶ。日本の成績がこれだけよいとほ

かの放送局も興味を持っていると思う。いろいろと検討して

いきたい。 

 

○  Ｅテレは「浦沢直樹の漫勉」もそうだが、すばらしい番組、ＮＨＫならではの番

組が多いと思う。例えば「日曜美術館」、「１００分ｄｅ名著」、「ららら♪クラシッ

ク」など、学校現場で教養教育が年々おろそかにされる傾向がある中でそういった

番組をしっかりと放送し続けることは、日本の文化を若い人たちに伝えるＮＨＫな

らではのことだと思う。今後とも注力してほしいと思う。 

 

○  「すくすく子育て」は、「母親から教師から」や「おかあさんの勉強室」から続

く長寿番組だ。近年は特に子育て世代から、かつて以上によく見られていて、お母

さんたちが集まる場や子育て支援の現場に行くと必ず「すくすく子育て」のことが

話題になる。５月９日(土)に「育児疲れ」を放送した際は大変大きな反響が寄せら
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れ、子育てに奮闘しているお母さんたちのつらさにＮＨＫがそこまで焦点を当てて

くれたのかという声が番組にも寄せられたそうだ。子育て支援は国やいろいろな自

治体でも取り組んでいるが、ＮＨＫが継続して番組を放送し続けていることは大変

ありがたいことだと思う。 

  

（ＮＨＫ側） 

  若いお母さん方は情報過多の中で、実は逆に情報過疎に

なっている現状がある。お母さん方の一つの支えとなるよう

な番組を今後も目指したい。スマートフォンが普及し、自分

の子育ての様子を動画で撮って投稿し、それを基に悩みを共

有することも広がっている。今後ともそういう視点で頑張っ

ていきたい。 

 

○  「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）」はいつも興味深い。最近では１

０月１０日(土)の「畠山重篤×宮崎学」を見たが、自然と人間社会との関わり方に

ついて海から見た視点と山から見た視点が紹介された。１人ずつ聞いてもある程度

のところまでは話が聞けると思うが、達人が聞くと一歩踏み込んだ見立てが出てき

てよいと思う。達人をいかに人選するかが勝負どころかと思うが、どのように人選

しているのかを聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）」の人選につ

いて、どんな組み合わせにするかによっておもしろさはまる

で違う。いくつかの組み合わせをスタッフが考え、それを片

方に当て、あの人と話してみたいとして決めることがある。

こちらが想定した組み合わせと違い、この人ならば話したい

ということもある。実際に対談してみないと分からないとこ

ろもあるが、これからも魅力的な人選に努力したい。 

 

○  ９月２３日(水)のＢＳ１スペシャル「戦争とプロパガンダ～アメリカの映像戦略

～」(ＢＳ１ 後 8:00～9:48:30)を見た。むくろの山や至近距離での銃撃戦など、

戦争の悲惨な現実の映像に驚くばかりで、時を感じなかった。今までテレビでこの

ような壮絶な内容を見たことがない。最近は過激派組織ＩＳ＝イスラミックステー

トが動画で許し難い映像を配信しているが、それでも戦争の現実はそこから伺い知

ることができる。アメリカのフィルムとはいえ、日本も国民に対し、映像をまさに

兵器としてプロパガンダに利用してきたのは同じだと思う。敵性を誇張し、憎しみ
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をエスカレートさせ、戦争に対する批判は消えていき、究極の殺りくをとことんま

で行う、そんな過程が見える番組内容だった。膨大なフィルムの中には番組で紹介

できないものも数多くあったのではないかと推察する。今回の番組のように日本に

も深い反省点があったことを踏まえつつ、警鐘を鳴らし続けてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＢＳ１スペシャル「戦争とプロパガンダ～アメリカの映像

戦略～」は、８月７日(金)に放送したＮＨＫスペシャル「憎

しみはこうして激化した～戦争とプロパガンダ～」(総合 後

10:00～10:49)の完全版だ。２年がかりでアメリカの海兵隊の

映像を情報請求し、その中から出てきたものを紹介した。ア

メリカはさまざまな目的で映像を使っていた。長い時間が経

過しているが、映像で戦争の記憶を確認することができてよ

かったという視聴者からの反響を多くいただいた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「憎しみはこうして激化した～戦争とプロパガンダ～」を見た。

映像はすべて事実だが、事実をどのように放送するかで使われ方がずいぶん違う。

それだけＮＨＫの役割は重要だと感じた。 

 

○  「イッピン」が好きで、よく見ている。地域の伝統的な工芸品、職人が一生懸命

に作っているものを取り上げる番組だ。楽しい番組ではあるものの気になるのが、

職人の技を科学的に解明し、さまざまな技を明らかにしすぎていることだ。それが

職人にとってよいことなのかと疑問に感じる。大企業のように知財の専門家、法律

の専門家がいて、隠すべきものは隠すというような対応ができない方々を相手にし

ており、競争力を失わせることになると気の毒だと思う。その辺りを配慮ができれ

ばと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  職人の皆さんには番組を見て、改めて自分の仕事がこう

だったのかと喜んでいただいている。職人芸の技などが分

かったとしても、一朝一夕に模倣できるものではないだろう

と思う。繊細な部分でここだけは伝えてほしくないと本人が

言うところには触れずに伝えている。職人の皆さんの了解の

中で放送している。今後とも気をつけて取材をしていきたい。 

 

○  さまつなことかもしれないが、ニュースの原稿について不思議に思っていること
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があるのでお尋ねしたい。９月２７日(日)に安倍首相と韓国のパク・クネ大統領が

ニューヨークの国連本部で立ち話をしたというニュースがあった。その場でメモを

取っていなかったので不正確な部分もあるかもしれないが、アナウンサーが「首脳

会議を楽しみにしていると話しかけ、首脳会議での再会を楽しみにしているという

考えを伝えました」と言っていた。「かくかくしかじかと述べ、かくかくしかじか

であるとの考えを伝えた」という文体をときどき使っているような気がするが、何

か理由があるのだろうか。引用部分とその後の「～であるとの考えを明らかにした」

の部分が多少違う場合もあるが、まじめに聞いていると滑稽な感じがする。伝統の

ようなものがあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  伝統があるわけではない。「政治家のこの発言は実はこう

いうことを言っている」という意味であり、これは直接的に

は言っていないがそういうことを意味しているということだ。

日ごろ政治家を取材している中で、「～と述べたが、こういう

考え方を示したものだ」という原稿を出すことが政治部では

よくある。ただ、いま指摘いただいた「首脳会議を楽しみに

していると話しかけ、首脳会議での再会を楽しみにしている

という考えを伝えました」という原稿は、仮にそう書いてあ

るとすると、書いてはいけない一つの代表例だと思う。「～と

述べました」だけで切ると何となくもの足りないところがあ

り、つい付け加えてしまうという癖があると思う。そのもの

ズバリで言っているものは「～と述べました」でよいと指導

をしている。確かめて事実であれば注意したい。 

 

○  先月、関東で大きな地震があった際に地震の報道があったが、結果的にそれほど

大きな被害ではなかったにもかかわらず、３０分、４０分と報道が続いた。常総市

で河川の氾濫が起きていたときで、エレベーターに４０分閉じ込められた学生を追

いかける映像まであり、本当に必要だったのかと思った。前にも番組審議会で同じ

ようなコメントがあったが、その辺りは改善されていないのかという印象を受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ９月１２日(土)に調布市で震度５弱の地震が起き、マグニ

チュードは小さかったが、首都直下型の地震で、首都圏、東

京都内の住宅密集地での震度５弱ということで緊急報道を

行った。「被害のない地震で放送をいつまでやっているのか」
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という指摘をときどき受けるが、被害がないと分かるまでに

は結構時間がかかる。阪神・淡路大震災の際も、地震が起こっ

た当初は被害そのものがすぐに入ってこなかった。今回も正

常にいろいろなものが動き、けが人もない、被害が大きくな

いことを確認するところまで放送した。実際の被害と放送時

間の長さがなかなかマッチしない部分もあり、結果的に長す

ぎたのではないかという指摘を受けることもままあるが、そ

の辺はバランスを取って適切な放送時間を考え、放送してい

きたい。常総市で鬼怒川が決壊し、水害が起こったのは９月

１０日(木)で、調布市で地震があった９月１２日(土)は水害

の被害を伝えている状況だった。緊急度で調布市の地震を割

り込んで伝えた。 

 

○  地震報道について、初動で放送に入るのはよく分かるが、被害がないということ

を４０分も放送し続けるのはどうかと思う。その間に放送できない番組がたくさん

あり、その辺のバランスも考えてほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年９月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１４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２７年度後半期の国内放送番組の編成について説明があり、平成

２８年度の番組改定とあわせて意見の交換を行った。続いて、ＮＨＫスペシャル「き

のこ雲の下で何が起きていたのか」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、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  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  小林いずみ（前世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官） 

   委 員      有森 裕子（元マラソンランナー） 

         大野 博人（朝日新聞社役員待遇論説主幹） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         龍井 葉二（連合総合生活開発研究所客員研究員） 

         東儀 秀樹（雅楽師） 

         永田 紗戀（書家／花咲く書道 Studio Saren.Nagata 主宰） 

        増田 雅己（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

        谷口  肇（前 全国農業協同組合中央会専務理事） 

        和田  章（東京工業大学名誉教授） 

        

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２７年度後半期の国内放送番組の編成について＞ 

 

○  「サンダーバード ＡＲＥ ＧＯ」は人気があるのか。視聴率はどのくらいなの

か。 
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（ＮＨＫ側） 

  夏休み期間中に夕方６時過ぎから放送し、リアルタイムの

世帯視聴率が３～４％程度、録画再生の世帯視聴率が１～

２％で、録画して視聴した人の割合が多かった。また、リア

ルタイムでご覧になったのは５０代以上の方が昔を思い出し

てということで多かったが、若い世代にも見ていただけたら

と思っているので、今後もプロモーションを行っていきたい。 

 

○  私は５０代で、「サンダーバード」をリアルタイムで視聴しており、大好きだっ

た。大人になってからＤＶＤの全集を手に入れて見たが、昔のものが大変新しく感

じた。子どもにとってもそのようで、喜んで見ていた。新シリーズを飛びつくよう

に録画して見たが、がっかりした。昔のシリーズは、まじめに取り組んでいるのが

格好よく、イギリスらしい品のある番組で、ことばづかいも、調度品も大人がうな

るような作品だった。新シリーズは今風の若者ことばが出てきて、品を落としてし

まっているし、画像もＣＧで適当に処理されている感じだった。昔のシリーズも並

行して放送し、新シリーズと見比べることでいろいろな考えも触発できるのではな

いか。ぜひ同時に昔のシリーズも放送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  私も昔のシリーズを小さいころに見ていたが、自分の全く

知らない世界で、そこからさらに想像力を働かせたものだ。

そういった大変よい思い出の中で新しいシリーズを見ると、

思ったほどでもないという印象を持たれる部分はあるかもし

れない。今回は３Ｄで新たな映像に取り組んでいる。今のご

意見も伺いながら放送していきたい。５０年前の放送は夏の

特集で何本かセレクションで放送した。そちらも見ていただ

いている。随時特集も考えたいと思う。 

 

 

＜ＮＨＫスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」 

（総合 ８月６日(木)放送）について＞ 

 

○  忘れられない番組となった。私は戦争を知らない世代だが、証言を基にした写真

の動画化により、声と色と空気をリアルに感じることができた。やけどがもたらす

痛みを疑似体験したかのようで、苦しくもなった。また、写真が動き出したときに

は鳥肌が立った。全ての証言が７０年前のことなのにセリフの再現も生々しく、そ
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の記憶がその方たちをどれだけ苦しめてきたのかが伝わってきて、忘れられない、

目に見えない苦しみまで感じることができた。赤ちゃんを抱いた女性の再現、死を

待つ人々のうずくまる声、熱傷についての分析、それがどれだけ痛いものかという

感覚、皮膚をぶら下げて歩く人々、モノクロの写真が赤く染まったときにその場に

いるような、その奥に立つ煙の感じもリアルで、胸が締めつけられた。証言者のこ

とばで心に残ったものが２つある。「私はどうして助かったのか、生きているのが

申し訳ない。でも生かされている。こうやって伝えるためなのか」ということばと、

被爆した体を見せながら「こういう体で７０年頑張ってきたんだ」ということばだ。

どちらのことばも大変胸が詰まった。生のことばがいずれ消えたとしても、この番

組のように語り続けていかなければならないし、知らない私たちも子どもたちに伝

えていかなければならないと強く思った。番組を視聴してからずっと胸がざわざわ

しているというか、心に残ったよい番組だったと思う。 

 

○  番組として、作品として、とても優れたものだったと実感している。写真に写っ

ていた方々の特定は番組の制作前からすでに出来ていたのだろうか。１枚の写真か

ら写っている本人を特定すること自体が一つのドラマだと思ったので、その経過が

分かるともっとよかった。また、あの写真は「ライフ」誌に載ったことがきっかけ

で広まり、今も展示されているという、それ自体がほんろうされたドラマを持って

いる。番組でも少し触れてはいたが、もう少し光を当ててもよかったという感想だ。

全体の印象はよい番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  丁寧に見ていただいてありがとうございました。写真に

写っていた２人を特定するプロセスについて。坪井直さんと

河内光子さんは私たちが取材を始める前から写真に写ってい

ることも含めて自ら証言を伝える活動をされていて、広島で

は知られている方々だ。私たちが、２人を特定したわけでは

ない。坪井さんが自分だと分かった経緯は、あの現場で坪井

さんと出会っていた友人や坪井さんのご家族が、展示されて

いる写真を見て気が付いたことなど複数の証言に裏づけられ、

坪井さんが写っていたと証明されている形だ。河内さんは番

組でも紹介していた通り、珍しいセーラー服の襟の形からだ。

河内さん自身は、被爆したことで生まれてくる子どもに何か

影響があるのではと言われていた当時、被爆者であることを

ずっと黙っていた時期があった。しかし、写真にお父さんが

写っていることもあって家族にすすめられて名乗り出たそう
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だ。名乗り出たことで一気に脚光を浴びたわけだが、本人が

名乗り出たくなかった時間が長かったということも重い事実

である。そのことを河内さんの同級生で名乗り出ていない方

に託し、番組でも伝えた。 

  「ライフ」誌への掲載で広まったという写真のドラマだが、

あの写真は戦後の混乱の中、闇市で売られていたそうだ。ア

メリカ兵向けなどに亡くなった人々の写真なども含め観光写

真のように売られていたことがあったという。こういった話

も裏づけが取れたら伝える方法はあったかもしれない。今回

は被爆者の証言をなるべく多く伝えることを中心にしたかっ

たので、確実に裏が取れなかった部分については伝えなかっ

た。 

 

○  とても熱のこもった番組だと思った。１枚の写真の持つインパクトは大変大きい

ものだが、その写真に注目し、そこからできる限り意味を読み取ろうとする番組作

りもよく、うまくできていると思った。番組の中で「もう少し早く公開されていれ

ば核兵器の開発競争にもインパクトをもたらしたのでないか」というのは説得力の

ある内容だった。私も判断を迷うところだが、スチール写真を動かすことが、ドキュ

メントとしてよいのか悪いのか、その境目について考えさせられた。俳優を使って

フィクションとして再現ドラマを制作するということはあると思う。実際に撮られ

た写真、たとえば赤ちゃんを抱いた女の子を動かす、亡くなりかけている人たちの

うめき声を入れる、証言をもとにけが人を運ぶ軍のトラックに少女がすがりつくと

兵隊が怒鳴って追い返し、少女が火の燃えさかるほうに走っていく、そういったこ

とを再現ドラマではなく、写真の延長のように描いていた。映像技術が進むほど、

事実とそこから先の想像との境目が難しくなってくるのかと思った。批判というわ

けではないが、問題意識としてどのように考え、判断したのかを聞かせてほしい。 

 

○  とてもよい番組だったと思う。たった２枚の写真を基に改めて核兵器の悲惨さ、

すべてを奪う戦争の悲惨さを示した番組として心に残った。生存者の証言を基に構

成され大変説得力があり、最先端の映像技術にも驚いた。兄弟を抱いたシーンや、

そこにいた人々のことばも再現していて、戦争を経験していない私たちやもっと若

い人たちにとって衝撃的だったのでないかと思う。被爆による皮膚障害についても

きちんと解説され、色もつけ、大変説得力があった。こういったよい番組を見ると

欲が出てきてしまうものだが、写真の中で御幸橋の上にいた多くの人たちが若い学

生だったとのことだったが、その学生たちがどうなったのかもう少し深掘りしてほ

しかった。また、証言者のことばに「命の選別が行われていた」というのがあった
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が、そのあたりももう少し掘り下げてほしかった。女の子がトラックに乗ろうとし

たら女と子どもは乗せないと言われるシーンがあった。写真からではなく、証言か

ら作った映像だったが、印象的で心に残った。一方で、何もないところからどこま

で映像を作るのかは判断が難しいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  写真を動かすことが、まず道義的によいのかと悩んだ。あ

えてやらなければと思ったのは、戦争を知らない若い世代が

多い中で、写真１枚だけよりも、証言する方がいる中で動か

すことでより多くのことが伝わることにかけようと思い、そ

ちらを選択した。企画をしていたころにアメリカのスティー

ブン・スピルバーグ監督、「アバター」という３Ｄ映画を作っ

たジェームズ・キャメロン監督が広島を映画化しようと言っ

ているという話が耳に入ってきた。スピルバーグ監督は誠実

に作るだろうとは思ったが、被爆者の監修に基づかない限り

映像が独り歩きし、フィクションでありながらそれが実際の

広島だとエンターテインメントのように表現されてしまうの

ではないか、その前に私たちがやらなければいけないことが

あるという気がした。番組はハリウッドの映画に比べれば不

完全な映像化だったかもしれないが、被爆者が実際にこう

だったと言えるところまでは精いっぱい取り組もうと今回踏

み切った。声についても証言者があの場で聞いたということ

ば以外は入れていない。「お母さん」「水」「う～」といううめ

き声も証言者から裏づけを頂いたうえで、役者に再現しても

らってつけた。実際の写真と作る映像との境目は私たちも

悩んだ。特に女の子が爆心地に向かって走っていく場面は、

坪井さんが「今も忘れられない。あのことを思い出すたびに

泣けてしまう」とおっしゃる場面で、これは難しくても映像

化しなければいけないという気がした。それ以外にも写真が

ない周辺の状況、川の中のご遺体のシーンなど、今証言して

くれる方が「忘れない」とおっしゃることを何とか映像化し

ようとした。オリジナルの写真を随所に入れることで写真と

映像の違いが分かるように気をつけた。動いた映像を見た被
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爆者がどうおっしゃるかに応じ、動きも変えようと決めてい

たが、坪井さんに見ていただいた際に、「写真の中の人たちは、

あの瞬間確かにこうやって生きていた」ということばをも

らった。完全ではないが、写真を動かして映像化することは

必要だったと思えた。 

  当時橋の上にいた若い学生たちのその後は分からなかった。

事実として広島の当時の女学生や、行方不明者の両親などに

取材することはできたと思うが、今回はそこまでやりきれな

かった。写真の中に後ろ姿の丸坊主の男の子が写っているが、

「これは自分の息子だ」と思い続けて亡くなった方がいる。

その方の姪が、おばあさんから「あの子は自分の息子だ。あ

なたのおじさんだ」と言われ続けて、それを引き継ぎ今でも

証拠を探しているという事実がある。そういう思いで写真を

見ている方が大勢いると今回よく分かった。これから引き続

き取材をしていかなければいけないこともたくさんあると

思った。 

 

○  あの地獄の映像化というテーマだと思う。あの地獄についての証言や文学作品は

あまたあるが、それらに触れて感じるところがある。投下直後しばらくたった写真

があれしかなかったところから、映像で何とかうまく再現できないかという試みは

高い志として高く評価したい。再現された映像は、冷静に証言に即して作られてお

り、ぎりぎりの線でよいのではないかと思った。どの範囲で止めるかは大変難しい

判断だと思う。もう少し時間軸を回し１時間後や２時間後どうだったのかまで作っ

てみたくなる気持ちを抑え込んで、明確な証言に基づいて映像化したのだと思う。

爆心地に向かって走り去る女の子の話は印象に残り、被爆者の証言を基にこの程度

映像化することは問題ないと思った。 

  写真が２枚しか残っていないということだが、当時は写真技術を持っている人は

少なく、あれだけの被災の後に撮影などできるはずがないと思う。中国新聞のカメ

ラマンは、被災しながらも道具はあったのでもっと撮影できたが、倫理観から踏み

とどまったということだった。それ以外の写真は７０年たっても出てこないのだか

ら存在しなかったと思うが、手がかりはあの２枚の写真しかなく、なぜそれ以外の

記録がないのか説明と取材がもう少しあればよかったと思う。 

 

○  インパクトがあり、心に残るものがたくさんあった。漫画「はだしのゲン」を全
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巻読んだ覚えがあるが、写真２枚だけで漫画の絵が浮かぶほどだった。たった２枚

の写真でも今の技術からいろいろなことが分かり、感情も含め表現されるものなの

かと率直に驚いた。動かない写真からも証言者のことばから気持ちの激しさがとて

も伝わったと感じた。女の子が赤ちゃんを抱いているシーンは、写真がものを言う

というよりは、証言者の「何度もこう言っていた」と言うことばとともに映像が流

れたほうがよりリアルだったと感じた。車に女の子が乗せてもらえなかったシーン

は、写真はなく、想像、証言から映像化したということだが、目撃していた坪井さん

の「本当に忘れられない」という締めつけられるようなことばによって、作られた

映像とは分かっているが大変リアルに伝わってきた。証言者の「なぜ生き残ったの

だろう」ということばも、質問ではなく感情が表れていて、一人一人のことばが心

に残った。戦争について想像もつかず、ゲームの戦闘シーンなどに引き込まれるよ

うな若い世代は、映像が動かないと興味を引かれないというところに時代による違

いが出てきていると感じた。 

 

○  写真に写り込んでいる人物、事象を追跡、分析し、その瞬間にきのこ雲の下、爆

心地の近くで何が起きていたのかを浮かび上がらせる手法はよかったのではない

かと思う。映像技術を使って写真を動かし、色を付けることはインパクトがあり効

果的だったと思う。その映像も２回、３回繰り返し見ていると当然インパクトは薄

れ、むしろ証言されている方の表情、ことばの中身が心に残る印象を持った。生存

者の体験をどうやって後世に引き継いでいくのか、映像技術の威力を知るとともに、

そういう課題について改めて考えさせられた番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  原爆投下３時間後の写真は２枚しかないが、松重美人カメ

ラマンはその日ほかに３枚撮影している。原爆投下直後、自

身も被爆し、爆心地を行ったり来たりし、市電が倒れている

ところでシャッターを押そうとしたが真っ黒焦げのご遺体が

自分を見ているようで押せなかったと日記に残している。撮

影しようと決意した松重さんにとってもつらい状況だったこ

とからあとは想像するしかないが、当時は軍隊の許可を得た

人間しかカメラを持てなかった状況で、記録が残りづらかっ

たことはあるかと思う。隠されている写真があれば探したい

と思うが、今のところは投下３時間後の写真は２枚しかない

ということまでしかたどり着けなかった。 

  女の子が赤ちゃんを抱いている場面は、声までつけなくて

もよいのではないかという意見を視聴者からも頂いている。
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モーションキャプチャーという技術では、役者の体に動きを

記録する端子をつけてもらい、スタジオで演じてもらうのだ

が、女の子役を演じた役者にあの場を目撃した河内さんに会

いにいってもらい、体験を聞き、動きや広島弁の「起きてや」

というイントネーションも教えてもらった。その後河内さん

に完成した映像を見ていただいたが、「これは違う。こんな声

ではなかった」とおっしゃったら番組で取り上げるのをやめ

るつもりだったが、了解を頂いたので出すことにした。若い

世代からの番組への反響も心配だったが、「怖かった、しかし、

今まででいちばん衝撃的だった」という感想がモニター報告

で多く寄せられた。また「画面に出ているものよりも体験し

た人はもっとすごいものを見ているに違いないと思うと、本

人が出てきて証言してくれているのを聞いて、私たちも覚悟

をして見ないといけないと思いました」という感想もいただ

いた。証言が届くことが番組のいちばん大事な点だったが、

若い世代にも届いたとモニター報告から分かり、ありがたく

思った。 

 

○  家族や知人に見てもらおうと思うぐらいに感動し、深く記憶に残るものとなった。

アメリカが検閲没収し、調査した証拠の中に壊滅地帯のいろいろな写真、データな

どがあるのかと思うにつけ、それが何とか手に入れば白日の下にさらせるのにと思

う。また新たな「ＮＨＫスペシャル」を制作してほしい。プロデューサーの長い経

験の中で制作された、しっかりした番組だったと感動した。 

 

○  写真を動かすことについて、証言者が動かした映像を見て「この感じだった」と

言っており、すべて問題ないと思う。受け取る人は自分の受け取りやすいものを心

に刻めばよい。「私は写真がよい。動かす必要はない」という人は動かしていると

ころは自分の中から取り払って、写真だけを胸に焼き付け、誰かに伝える。動いて

いるためにリアルさや何かを感じ伝えるという人はそれをモチーフにすればよい。

証言だけが心に残るというのもある。全部大正解なモチーフがパレットにちりばめ

られていたと思う。写真を動かしたとしても、うそではないという証言が取れてい

るならばうそにはならないと思う。どこを切っても大正解な、伝えるべきドキュ

メントになっていたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  広島平和記念資料館は原爆投下から７０年に合わせ、アメ
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リカ公文書館にある広島の写真、映像を徹底的に調査し私た

ちもその情報を共有したが、当日の写真、映像は新たに見つ

からなかった。もしかしたらどこかにあるのかもしれないの

で、ずっと探し続けなければいけないと思う。「核兵器はなぜ

なくならないのか」、「世界で戦争はなぜ繰り返されているの

か」という問いは解決されていないのが現実だと思う。広島

局では営々とそういう番組を作り続けてきて、８月６日が終

わると来年は何をしようかとすぐに企画を考えていて、今も

７１年に向けてスタッフが走り始めている状況だ。ある種の

使命というか、特に広島局を経験した人間の使命をみんなが

強く感じている。 

 

○  アメリカは資料の提供を拒んでいるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  機密扱いとなっているものもあると思うが、公開された見

られるものはほとんど調べた状況だそうだ。何が隠されてい

るか分からないので、アメリカの判断で公開されていないも

のはあるかと思う。そしてそれがどこにあるのかも分からな

い状況だ。 

 

○  見応えのあるよい番組だったと思う。７０年という時間がたったからできた分析

と映像だった。戦争が何だったのか、原爆がどういうインパクトを与えたのか、全

く想像がつかないような若い世代に伝える意味では、新しい手法を使うことはよい

と思う。今だから写真を動かすようなことが可能で、以前は出来なかったことだ。

文字であろうが、映像であろうが表現という意味では同じだと思う。写真も手を加

えようと思えばできるわけだが、どれだけ事実に即しているかの検証がきちんとで

きているかが問題だと思う。それがきちんと押さえられている限り、写真から映像

を作成し、動かすことは大きな問題がないのではないかと考える。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル」では長崎の被爆関連の番組や、いろいろな番組が放送され

た。写真をただ見るよりも、そこに写っている人がそのときの状況を証言したイン

パクトは大きく、今回の番組を見て被爆した人の本当の痛み、皮膚がはがれる痛み

を自らも感じた。単に映像があるだけではなく、映像に基づく証言があり、それを

より分かりやすく示しており、インパクトのある番組だったと思う。なぜアメリカ

で７年間写真が公開されなかったのかについては、もう少し掘り下げてもらえたら
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背景がよく分かったのかと思う。番組としてはよくできており、感心した。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ７０年目にできた番組ということで映像技術もだが、証言

する方が遺言という思いを込めて今回取材に応じて下さった

気がする。坪井さんには２０年以上お世話になったが、私も

坪井さんの負われた傷は見たことがなかった。それを「今回

は見せなければいけないと思った」と思うほど、坪井さんた

ち被爆者は今自分たちが体験したことが事実であることを伝

えなければいけないという思いを持っている。７０年だから

終わるわけでなく、７１年以降のほうが責任はもっと重く、

私たちは強い使命感を持って伝えなければいけないと思う。 

  アメリカでの写真公開については情報がなく、アメリカの

戦争証言者も高齢化が進んでおり情報が少ない。９０歳の編

集者が「ライフ」誌で唯一当時を知っている方だった。戦争

の大事な話を伝えられるかどうかは世界的にもぎりぎりのと

ころに来ていると感じた。今回、日本社会を担っている番組

審議会委員の皆様に番組を見ていただいて、直接感想を聞け

たことは大変ありがたかった。頂いた助言をスタッフにも伝

え、７１年以降もしっかり番組を作り続けたいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  安全保障関連法案をめぐっては国民の関心が大変高く、ＮＨＫも国会中継を多く

放送している。衆議院で法案採決がされた７月１５日(水)の特別委員会をなぜ放送

しなかったのか。何人かの友人から「なぜあの日は国会中継がなかったのか」とい

う質問があった。審議はずっと続いており、すべての国会中継を放送できわけでは

ないと思う。ＮＨＫはどう判断し、あの日は国会中継を放送しなかったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  国会の委員会の中継は、国民的な関心の高い重要案件を扱

う質疑であるかどうかに加え、政治的な公平性の観点から各

会派が一致し、委員会の開催に合意することなども、私ども

が中継する際の判断の原則としている。７月１５日(水)の特

別委員会は、各会派がそろって委員会の質疑に応じることが
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決まったのが当日朝に開かれた委員会直前の理事会だった。

委員会は午前９時から始まるが、理事会は８時４０分から開

催された。中継に向けた準備が間に合わないことが最も大き

な理由だが、そうしたことも含め総合的に判断した。国会の

中継を放送する場合、非常時の災害中継とは違って、中継用

のカメラ、マイクを複数設置する、音声のチェック、映像の

チェックをすることがどうしても必要だ。途中で映像、音声

等が中断することは国会中継という性格上どうしても避けな

ければならず、最低でも２時間程度の準備時間を常に確保し

ている。また、委員会質疑の途中からの中継は政治的な公平

性を担保できないことから原則として行っていない。そうい

う次第で７月１５日(水)の国会中継は放送を見送った。 

 

○  ７月１５日(水)の国会中継をなぜ放送しなかったのかという説明はよく分かっ

た。番組をどのような判断で放送しているかは質問がなければ毎回積極的には伝え

ていないと思う。今回の件についてはいろいろな人から聞かれており、なぜ放送し

なかったのか伝えたほうが、わざと放送しなかったわけではないことが分かると思

う。 

 

○  なぜ国会中継を放送しなかったのかについては、私も何度もいろいろな方から聞

かれ、不思議だと思っていたが、説明を聞いて理由が分かった。一般にも情報提供

をきちんするべきではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  国会中継について補足したい。衆議院の委員会採決の締め

くくり総括質疑は中継していないが、その後の採決そのもの

は正午過ぎから３０分にわたって中継し採決部分は全部伝え

ている。安保法制で衆議院の委員会では 116 時間あまり審議

を行っているが、そのうちおよそ４３時間中継をしている。

参議院の委員会では先ほど午後５時までの審議を入れると９

０時間あまり審議をしているが、そのうちのおよそ５３時間

中継している。できる限り与野党の意見を中継で聞いていた

だく姿勢で臨んでいる。 

 

○  安保法案関連のデモが各地で行われているが、ＮＨＫでの取り上げ方について、

ネット上で批判のことばもたくさん出ている。ＮＨＫが中立的な放送を心がけるこ
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とはよく承知しているが、これはどうだろうかと思った放送があった。最初に国会

を取り巻くデモがあったときに、ＮＨＫは民主党の岡田克也代表、共産党の志位和

夫委員長、野党の党首だけを映しており、党首の選挙演説のようにしか見えなかっ

た。民放の番組を見ると、集まっている人たちを大勢映していた。党首が何を言っ

ているのかはもちろん知りたいが、どういう人たちがどういう行動をしているのか

も同時に知りたかった。ここ数日のニュースではＮＨＫも取り上げているが、いち

ばん話題となったときのニュースの取り上げ方に若干の違和感を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  安保法案のデモの取り上げ方について。大規模なデモが行

われ、野党の党首それぞれがそろい踏みのような形で反対意

見を述べた。それに合わせ、与党側の賛成の意見も伝えた。

またデモの参加者の規模、声なども取り上げている。そのと

きではないが、今回のデモに一般の中高年の女性の方々が参

加していることも企画で取り上げた。今回のデモは多様な人

たちが参加している側面があることも事実で、そういうこと

も含め、きちんと取り上げている。一方で反対ばかり取り上

げているという意見もある。きちんとバランスを取って多様

な意見を伝えていく。 

 

○  デモの話ではバランスを取らなければいけないなど、いろいろな問題があると思

うが、もう少し大きな視野で見てほしい。街頭に人が出ることは日本だけの問題で

はなく、ここ数年世界中の民主主義国で起きていることだ。しばしば言われること

だが、代表制民主主義、議会制民主主義が一種の挑戦を受けている時代になってい

る。誰も議会制民主主義を否定はしないが、何か欠けているものがあるからそうい

うことが起きている。そういう問題意識で作られた番組もあったのかもしれないが、

単に賛成と反対でバランスを取るのでなく、デモとは何かということを考えさせる

番組があるとよいかと思う。 

 

○  過去に対する検証と、それをどう捉えるのかという報道については大変力を入れ

ていて、ＮＨＫはすばらしいと思う。安保法制について、現在をどう捉えるのかに

ついては、ＮＨＫはより精力的に番組を作り、報道したほうが国民のためになると

いう印象を持っている。デモについてもバランスだけではなく、「なぜ」の部分を

もう少し取り上げてほしい。６０年安保とは全く違う状況だと思う。６０年安保の

分析を含め「ＮＨＫスペシャル」で取り上げてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  委員からいただいたご意見は、民主主義における民意の問

題かと思う。週末に行った世論調査の結果も伝える。デモに

参加する人たちについても、問題を直接取り上げたわけでは

ないが、９月９日(水)のクローズアップ現代「私たちは“内

向き”ですか？ ～変わり始めた若者たち～」で声を上げる

若者たちを取り上げた。「ニュース シブ５時」では女性たち

がデモに集まっている背景、声も取り上げた。そうした問題

はこれからもきちんと取り上げていく。 

 

○  ８月は戦後７０年関連の番組が多く、総じて質のよい番組が多かったと思う。８

月２日(日)のＮＨＫスペシャル「密室の戦争～発掘・日本人捕虜の肉声～」、８月

７日(金)のＮＨＫスペシャル「憎しみはこうして激化した～戦争とプロパガンダ

～」(総合 後 10:00～10:49)などはなかなか見応えがあると思った。その中で疑問

だったのは８月１５日(土)のＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像－

戦後７０年を越えて－「日本人は何ができるのか」(総合 後 9:15～10:44)だ。期

待して見たが、女優２人がアフリカとパリへ行くという番組だった。これからの日

本ができることを考えるのにそういうところへ連れていく意味がどの程度あった

のかと感じた。起用したねらい等を説明してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像－戦後７

０年を越えて－「日本人は何ができるのか」は異色作に見え

たかもしれない。戦後生まれの世代が日本の人口の８割以上

となり、戦争を知らない世代が大半の中で、世界の現実を知っ

て日本人に何ができるのか、新しい世代が主役となって考え

るという企画だった。映画出演をきっかけにアフリカに興味

を持った石原さとみさん、国際結婚で民族や人種を考えるこ

とになった寺島しのぶさんにリポーターとして出演しても

らった。若い世代に人気がある女優を起用することでその世

代に見てほしいという意図だ。結果としては３０代男性を中

心によく見ていただいた。この夏１０本程度戦争関連番組を

放送したが、どの番組を見るかは人それぞれで、できるだけ

多くの人に戦争を知るきっかけにしてもらいたいという一つ

の試みだった。 
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○  ８月１５日(土)前後の「ＮＨＫスペシャル」では、８月８日(土)「特攻～なぜ拡

大したのか～」(総合 後 10:00～10:50)、８月１３日(木)の「女たちの太平洋戦争

～従軍看護婦 激戦地の記録～」(総合 後 10:00～10:49)など、よい番組を放送し

ていた。ＮＨＫでしか制作できない、歴史をさまざまに検証した番組を放送してお

り大変よかったと思う。これからもよい番組を制作してほしいと思う。 

 

○  ８．１５関連の番組は録画し、大体視聴したつもりだが、よいものが多かったと

思う。広島と沖縄とシベリア抑留の３つのテーマが何本もあったと思う。８月１１

日(火)のＮＨＫスペシャル アニメドキュメント「あの日、僕らは戦場で～少年兵

の告白～」(総合 後 7:30～8:43)は、少年兵の存在はうすうす知られていたが、あ

れだけしっかり取材し、証言を取っていたのは初めて見た。証言の中には本当に言

えないこと、７０年間ずっと言えなかったことがぽろりと出ていた。一緒に徴兵さ

れた少年が体を壊し、動けなくなったため、上司に結果的に殺されていたという証

言もあり、恐らく事実だと思う。極限的な状況に置かれたときに何が起きていたの

かをよく取材していたと思う。 

 

○  ８月１０日（月）のＢＳ１スペシャル「戦場の真心チムグクル～沖縄を救った日

系人～」(ＢＳ１ 後 9:00～10:49)を見た。沖縄戦で、沖縄出身の日系人の米軍兵

が、沖縄の方言で洞窟（ガマ）の中にいる民間人に語りかけ、自らの身体を賭しな

がら、殺されるに違いないと思った人たちを村ごと救い出した話を取材しており、

沖縄戦の一面を鋭く描いたものだと思った。沖縄出身の芸人が米軍兵を演じ、その

時代を語っていた。通常芸人はあまり好まないが、今回は大変さっぱりしていてよ

く、印象に残った。 

 

○  ８月１日(土)のザ・プレミアム「玉音放送を作った男たち」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30

～8:59)を感銘深く見た。８月１５日になるといつも玉音放送が流れるが、裏には

どういうドラマがあったのかがよく分かった。いちばん中心で動いていたのがＮＨ

Ｋの会長だったことも知り、ＮＨＫとして誇るべき歴史があったのだろうと思った。 

 

○  夏は歴史を扱う番組が多いが、その中で興味深く見たのは８月２７(木)の戦後７

０年 プレミアムヒストリー「知られざる陸軍終戦工作 あなたは“弱気の勇気”

がもてますか？」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:00～8:59)だ。太平洋戦争の際、強気の陸軍の

中で、終戦工作という“弱気”の主張を何度も繰り返していた松谷誠陸軍大佐を描

くというなかなかおもしろい視点で、最後まで興味を持って見た。しかし、見終わっ

た後に考えると、周囲の強気の中で１人だけ弱気を吐く勇気をテーマにするのであ

れば、松谷という変わった軍人の生い立ち、思想、信条などをもう少し伝えたほう
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がよかったのではと思った。番組の中で視聴者に向かって「あなたがもしも大きな

組織のトップだとしたらどうするか」と問いかけ、組織運営のインプリケーション

を込めながら番組を進行していた。であれば、なぜ弱気の主張を貫けたのか、どう

いう信条を持っていたのか、どういうイデオロギーの人なのかを知りたかった。ま

た、戦争を始めるよりも終えるほうが難しいとよく言われるが、そちらのテーマを

持たせるのであればそれもおもしろいテーマだとは思う。そうであれば、松谷が仕

えた杉山元陸軍大臣が早く戦争をやめようということに共感を示しつつ踏み切れ

なかったことなどを中心に描いたほうが、焦点はもう少し合ったのかと思う。ス

トーリーとしてはおもしろく、興味深く見たが、焦点が２つの間で揺れているよう

な感じがした。 

 

○  寺田寅彦が昭和９年に書いた「天災と国防」という随筆では、日本が国と国の間

で折衝が難しくなってきており、きな臭くなっていると書く一方で、それは人間が

起こすことでありもっと防災に力を入れるべきでないかと書いている。戦後７０年

に関連する番組を放送するならば、もっと積極的に日本は世界に向けて軍縮を進め

るべきだとＮＨＫから発してほしい。戦争はいけないと言いながら安倍首相が進め

ようとしていることを適当に見過ごしているのは昭和９年に寺田寅彦が感じたこ

とと全く同じだ。関東大震災が 1923 年、終戦が 1945 年で、東日本大震災から４年

半、皆が強い国を目指しているところが当時と大変似ている。戦後７０年関連の番

組は民放も含め、雰囲気として戦争はよくないということを伝えているが、国会で

行われていることに対し、中国が軍事力を備えるから日本もそうするのだというこ

とではなく、メディアも軍縮を唱えるべきだと言ってほしい。もっとダイレクトに

戦争はいけないと言ってほしい。 

 

○  ７月２０日(月)のにっぽん紀行「心つなげ 走る鍛冶屋」(総合 後 6:10～6:35)

を見た。地域で仕事を通じ、貢献している方がいることをつくづく感じた。 “移

動鍛冶屋”が、人々の玄関まで出向き、鋤（すき）や包丁などを修理し、見事によ

みがえらせ、地域に暮らす方々に感謝されている姿を見て、鍛冶屋の実力を感じた

とともに、映像からその状況がよく伝わってきた。移動鍛冶屋の車から流れていた

唱歌「村の鍛冶屋」は「しばしも止まずに槌(つち)打つ響き」という出だしだが、

私も小さいころによく歌っていた。村の鍛冶屋を通じ、働くことのすばらしさ、尊

さを訴える構成だったと思う。大規模化や効率化で地域の暮らしぶりが変容する中

で「がんばれ」と思わずエールを送りたくなるような番組だった。 

 

○  ８月２１日(金)のドキュメント７２時間「ニューヨーク コインランドリー劇

場」(総合 後 10:00～10:43)を見た。「ドキュメント７２時間」は普通の人の顔が
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見られ、好きな番組だが、初めての海外ロケということで注目して見た。世界５０

か国以上の人々が住んでいるニューヨークのクイーンズ地域のコインランドリー

は、日本ではありえないぐらいの大きさだった。コインランドリーに集まった人種

や国籍が異なる人たちを上手にインタビューしていた。深刻な生活問題を抱えてい

る方も、さらりと答えながらも前向きに生活していることがよく分かり、好意を持

てる姿勢に感動した。同性愛者も不法移民者も、それぞれが生きる姿勢をきちんと

答えていた。コインランドリーは子どもたちの遊び場で、大人もそこにいれば何と

なくほっとする場所で、日本では考えられないような状況だった。疑問に思ったの

は、アメリカと日本の事情の違いだ。コインランドリーに車やタクシーで行くこと

や、アパート住まいで洗濯機がないなど、日本人から見ると特殊だと思う。その辺

りの事情が分かるとよかったかと思う。また、福島の原発事故について逆に質問を

している女性もいて、印象深かった。興味深く、よい番組にまとまっていたと思う。 

 

○  ９月３日(木)の「ＬＩＦＥ！宇宙人総理 みんなで投票 生放送スペシャル」(総

合 後 10:00～10:48)は視聴者が投票するナマ番組だったが、宇宙人総理がもっと

差をつけて勝つと思っていたが、そうではなかった。票数、男女差、年齢配分など

も教えてくれるとよかった。「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は夜１０時の

番組だが、投票すると言っている子どももいるし、「イカ大王体操第２」など、子

ども向けでおもしろいと思うが、なぜ夜１０時なのかと思う。事情を教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＬＩＦＥ！宇宙人総理 みんなで投票 生放送スペシャ

ル」は実際に双方向の投票を行った。結末も両方を事前に収

録していたものを用意し、「ＮＨＫ紅白歌合戦」で蓄積した投

票結果を瞬時に読み取る方法で行った。あまり投票数がなけ

れば不格好なため票数を出さないことにしていたが、結果か

なりの票が集まり、得票数を出せばよかったと現場は反省し

ていた。次回に生かしたい。「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコン

ト～」は子どもから大人まで、親子や家族で見てほしいと思っ

て制作している。子どもだけに見てほしいということではな

いため、今は夜１０時からの時間帯で放送している。 

 

○  ９月１３日(日)のＮＥＸＴ 未来のために「“一回生”つんく♂ 絶望からの再

出発」(総合 後 1:05～1:33.30)は、がんで声帯を摘出したつんく♂さんのドキュ

メントだったが、声の出せないつんく♂さんがパソコン上でインタビューを受けて

いた。シャ乱Ｑが活躍していたころ、私は青春真っただ中で、つんく♂さんの奇抜
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なメークと衣装が印象的だった。子育てでＥテレをいちばん見ていたころにこの歌

はよいと思ったら作曲はつんく♂さんだったりと、いろいろと変化をされているプ

ロデューサー、アーティストだと思った。番組を見て家族の絆がつんく♂さんを支

えているとよく分かった。ことばがなくても身振り手振りで音楽をプロデュースさ

れていて、ずっと見てきたファンとして勇気を与えられた。「食道発声法で少し話

せるようになった」が、「ロックな感じがしないからテレビでそれはやらない」と

パソコン上で答えていて、それを見て胸が詰まる思いもした。またつんく♂さんの

状況を放送してもらえるとうれしい。 

 

○  「みんなのうた」はどういう基準で歌を選んでいるのか、全く分からない。昔は

もっと子どもに受けやすい新しい歌だけではなく、幅広く歌が紹介されていたと思

う。日本で明治以降に歌い継がれ、教科書にも載っている叙情歌はメロディーがよ

く、歌詞、日本語の大変美しいことばが四季折々に合わせ、折り込められている。

だんだんことばが乱れている中で価値がとても高い表現方法だと思う。残念ながら

小学校の音楽の教科書からは叙情歌が削除されつつあり、単に子どもが受け入れや

すいという理由でポップスがたくさん入っているらしい。公的機関の人に聞いてみ

たが、叙情歌はことばが難しく、子どもには意味がよく分からないというのが理由

らしいが、愚かな判断だと思う。私の子どものころには分からない難しいことばで

も歌い、あるとき両親や祖父母が意味を教えてくれたときにとても感動し、日本語

のすごさに気づくことにつながっていった。そういう家庭のコミュニケーションま

で削除されていくのかと思うと大変寂しく、残念だ。正統な昔からの番組に対して、

変に現代風にアレンジしたものは望んでいない。歌唱力のある人が淡々と叙情歌を

歌うものを紹介してほしい。日本の四季の美しさ、日本のことばの美しさ、日本の

心のあり方のようなことを歌から広めてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「みんなのうた」の叙情歌については真摯（しんし）に受

け止め、検討したい。 

 

○  「ららら♪クラシック」が好きでよく見ている。７月１８日(土)の「ユーモアで

ＹＯＵ ＭＯＲＥクラシック 埼玉県越谷市公開収録」（１）では「ウィリアム・

テル」序曲の中の「スイス軍の行進」と民放の時代劇「暴れん坊将軍」のテーマ曲

がとても近いなど、クラシックをおもしろく分析していて、見応えがある番組だっ

た。 

 

○  ７月１８日(土)のザ・プレミアム 鈴木亮平“世界ミステリー遺産”に挑む！「ア
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ドリア海縦断・７日間の大冒険」（前編）(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59)はとてもお

もしろかった。どんなに海外旅行へ行ける時代になったといっても、ああいうとこ

ろに足を踏み入れることはなかなかできない。さすがＮＨＫの取材力だと思った。

番組全体はすばらしかったが、大変神秘的なサンタマリア教会に鈴木さんが入って

いき、教会の説明を聞く際に腕組みをしていたのが残念だった。海外で、カトリッ

ク教会の中にカメラが入ることはなかなか難しいことで、よくＮＨＫが入り込んで

くれたと思うが、腕組みをして聞くことはありえない。そこだけは残念だった。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
 



1 

平成２７年７月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１３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、経営計画における「達成状況の評価・管理」（２７年度第１四半期・

４～６月）について説明があった。続いて、めざせ！２０２０年のオリンピアン「トラン

ポリン元世界王者がジュニア王者にライバル宣言！」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、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  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  小林いずみ（前世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官） 

   委 員      秋池 玲子（ボストン コンサルティング グループ シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター） 

有森 裕子（元マラソンランナー） 

         大野 博人（朝日新聞社役員待遇論説主幹） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         鎌田  實（諏訪中央病院名誉院長） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         龍井 葉二（連合総合生活開発研究所客員研究員） 

         永田 紗戀（書家／花咲く書道 Studio Saren.Nagata 主宰） 

        増田 雅己（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

        谷口  肇（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        和田  章（東京工業大学名誉教授） 

        

 

（主な発言） 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」 

（２７年度第１四半期・４～６月）について＞ 

 

○  ２６年度第４四半期の報告より少し落ち込んでいる大きな理由が２つあり、ク

ローズアップ現代「追跡“出家詐欺”」に関する問題と、大河ドラマ「花燃ゆ」の
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評価がさらに下がっていることだとの説明があった。「クローズアップ現代」につ

いてはいろいろと対策を立て、解決策が出てきていると思う。「大河ドラマ」は留

意する必要があるとのことだが、留意してそのあと具体的に何か対策を行うのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ７月１２日(日)の花燃ゆ（２８）「泣かない女」を、われわ

れは新しいスタートと位置づけている。視聴率も 12.4％で、

前の週よりも２％ほど上がった。いろいろと手直しをしなが

ら制作している。 

 

  現場とも議論をしている。対策として、脚本執筆体制を見

直し、「泣かない女」の回から新しい体制での放送となってい

る。ストーリーについては、主人公と男たちの幕末との間に

隔たりがあるように見えていたが、これからは主人公が長州

藩の奥御殿に入り、主体的に社会を変えることに参加するス

トーリーになっていく。「泣かない女」の回は、今までより多

くの女性に視聴していただいた。９月には明治維新以降の話

となり、舞台も変わって脚本をもう一段階強化する。これま

では主人公周辺の人たちが死んでいくという話が多かったが、

これからは新しい時代を作る側の人間になっていくストー

リーとなる。さらに強化できるのではないかと見越している。 

 

○  「泣かない女」の放送は今までよりもテンポがよくなり、少しよくなった気がし

た。 

  世帯視聴率が去年４～６月と比べるとかなり下がっており、ＦＩＦＡワールド

カップサッカーが影響しているということだが、本当にＦＩＦＡワールドカップ

サッカーだけの影響だろうか。ここに来てやや低下傾向があるのだろうか。どのよ

うに分析しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＦＩＦＡワールドカップサッカーの影響だけではなく、全

般的に低下傾向にあるのではないかと思う。もともとテレビ

離れは全体的に進んでおり、民放も含め、低下傾向にある。

ＮＨＫの低下傾向はより大きいのではないかと懸念している。

今年度の番組改定で土曜日の夜間に力を入れ、一定の成果が

出ているが、来年度の番組編成では全体的な視聴率の低下傾
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向に対し、抜本的な手を打つことが必要ではないかと考え、

検討を進めている。 

 

○  ＮＨＫの番組なので視聴率だけを追うことはないと思うが、低下傾向は気になる。

今後の番組編成等で考えていってほしい。特に「クローズアップ現代」に関しては

ＮＨＫの看板番組に対する信頼を失ったことは大変大きかったと思う。単に１人の

記者の問題ではなく、組織として何人かが関与したにもかかわらず、事実ではない

映像を流してしまった影響は大きいと思う。 

 

○  インターネットサービスについて。前期との比較は２６年度の第４四半期との比

較だと思うが、いずれも減少しているように見える。第１四半期はそういう傾向が

毎年あるということなのか。対策があるのならば教えてほしい。また、前期との比

較があるものとないものがあるが、比較ができたほうがいろいろと見えてくること

があるのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  波の４指標については前期との比較が可能だ。毎年の傾向

を見ても、第１四半期が減少する傾向はこれまでは見られず、

「クローズアップ現代」の問題が全体のイメージを下降させ

ることに何らかの影響があったのではないかと考えている。

インターネットサービスの質的指標の値は、今年３月、昨年

度の第４四半期に試行的に行ったものと比較している。その

ほかの数値で、特に実数のみ記載してあるものについては、

ウェブのログ解析を本格的に導入したのが今年４月からであ

り、比較する数値がないものだ。インターネットサービスに

ついては何回か調査を繰り返し、どのような挙動をするのか

データを蓄積しながら考えたいと思う。 

 

○  今回の４～６月で数値が下がっているところで気になったのは総合テレビの映

画・アニメだ。２６年４～６月が２．５、２７年１～３月が３．５だが、今回は１．

５に下がっている。その理由と総合テレビにおける映画・アニメの位置づけを教え

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  アニメは４月から編成が一部変更になった。昨年度は土曜

日の午前中に「アニメ 団地ともお」を編成しており、土曜
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日の午前中の情報系番組に続いて視聴していただいていた。

今年度からは深夜に時間帯を変更し、国際放送と連動した「ア

ニメ 英国一家、日本を食べる」を編成しており、テイスト

もかなり変わった。そういったことが、ジャンル別の数値の

変化に影響を与えているのではないかと考えている。総合テ

レビでは映画をあまり編成することがないので、アニメ番組

の編成の変化が今回は影響したと考えている。アニメ全体に

ついては、Ｅテレで子ども向けのアニメを土曜日、日曜日の

夕方などに編成しており、昨年度に比べると好調だ。４波の

中でアニメ番組をどのように編成するのかは中長期でさらに

考えていきたい。 

 

○  特記事項の満足度は今年度だけではなく、経年が分かるように毎期ごとの数字を

記載してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  次回からそのようにしたい。 

 

 

＜めざせ！２０２０年のオリンピアン「トランポリン元世界王者がジュニア王者にライバル宣言！」

 （総合 ６月１６日(火)放送）について＞ 

 

○  大変感動し最後は涙も出て、すてきな番組だと思った。先輩選手へ憧れの気持ち

を抱くことやスポーツで戦うことはすばらしいと純粋に思った。憧れている伊藤正

樹選手が、突然目の前に現れたときの海野大透選手の「こんにちは」という声と表

情がとてもかわいらしかった。トランポリンのことを全く知らずに視聴したが、

スーパーや映像の工夫で大変分かりやすかった。特にトランポリンのルールや、足

がすくむような海野選手から見える世界を知ることができて、大変な競技だと思っ

た。また２人の選手の足元の違いが素人の私にも分かりやすく伝わってきた。伊藤

選手がライバルに極意を伝授することにより自分を高めていると感じ、「おれを倒

すなら早めに」と言っていた伊藤選手のことが好きになった。2020 年の東京オリン

ピックでのトランポリン競技が楽しみになった。 

 

○  この番組は、ときどき何かをしながら視聴するが、見ているうちにいつも引き込

まれてしまい、おもしろいと思っている。先輩のオリンピック選手が技を伝授する

ところも興味深いが、それ以上に若い選手の心の成長の物語がテイストとして加
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わっているのがおもしろい、よい点だと思う。今回も父親であるコーチの指導にう

まく応えられなかった海野選手について、「大人の成長の階段を上った」というＭ

Ｃの北川悠仁さんのひと言があった。７月７日(火)の「フェンシング女子 姉妹で

メダルに挑む！」では、ライバルになってしまった高校生姉妹の間に生じた心のわ

だかまりを、メダリストの三宅諒さんが解きほぐしていく過程が見応えがありよ

かった。これからも力を入れていってほしいと思う。 

 

○  私もときどき視聴している。心というか、人間として変わっていくところが興味

深いと思うが、今回はその辺りのドラマが不十分だったかと思う。足の形を変える

ことで一瞬にして正しい位置に着地できるようになったところに焦点が当たって

いたが、それだけならばライバルも含め、誰でもある水準まで到達できるのではな

いかと思った。たぶんそういうことではないと思うが、そう受け止められてしまう

ところがあった。心持ちやチャレンジ精神など、心のひだの部分を丁寧にクローズ

アップしてくれたら、よりよい番組になったのでないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  制作チームの中で議論しているのは心のドラマの部分だ。

ひたむきな若者の姿に共感するという親世代や１０代の視聴

者の声も多い。技術的な話に傾けすぎず、スポーツファン以

外にも共感してもらえる番組作りを目指すために心のドラマ

をもっと描き込めないかと思っている。そのトライアルが

「フェンシング女子 姉妹でメダルに挑む！」の回で、フェン

シングという競技の説明や２人の課題は短く紹介し、オリン

ピアンの三宅選手が、２人の心の距離を縮めることがオリン

ピックに出るために必要だというところに絞り込んで番組を

制作した。視聴者からの反応もそれまでとは若干違い、そう

した心のドラマを大切にした方向性で番組を制作していきた

いと思う。 

 

○  私も結構楽しんで視聴することができ、よく出来た番組だと思ったが、出来すぎ

ではないかという気も一方で感じた。才能豊かな少年が壁にぶち当たり、コーチで

ある父親の言うこともなかなか聞けない中、サプライズのようにオリンピアンが登

場し、欠点を指摘する。そうすると海野選手の技も急に改善され、素直に言うこと

を聞き、心の葛藤も解消されるという、ストーリーとしてどこか一貫している感じ

がした。ドキュメンタリーでは、いろいろ予測できない方向に向かうことがあると

思うが、何となくスポーツドラマ風にきれいに仕上がっている感じがあった。見て
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楽しむ立場からすると少々ぜいたくな指摘かもしれないが、そういう感想を持った。 

 

○  私もときどきこの番組を見る機会があるが、大変分かりやすい、結末が何となく

予想できる番組だ。もともと能力の高い選手にオリンピアンが指導を行えば、さら

に能力が高まるだろうと想像がつくようなところはある。逆に、日が当たっていな

い選手に何かを気づかせ、そこから次にどうなるだろうというストーリーのほうが

ドキュメンタリー的だと思う。 

  伊藤選手が訪れた際に海野選手の表情が変わったのを見て、伊藤選手のような立

場にいる人間に「自分たちの存在は後輩選手にとって大変大事で、自分たちも頑張

らないといけない」という教えにもなると思った。一般の人からすると「能力のあ

る人はそういう人に教えてもらえていい」とひねくれてしまう人もいるかもしれな

い。 

  技術がある程度高い選手には指導者がいる。伊藤選手が海野選手の欠点を見つけ

指導してしまうと、それまで教えてきた指導者の立場がなくなってしまう危険性が

ある。この番組を継続していくのならば、もともとの指導者の引き出しを見せたう

えで、それも考慮しながらオリンピアンがその選手のどこの部分に接すればよいの

か、番組でどういう役割をするのかをはっきりさせて制作していってくれれば、こ

れから先もずっと一緒にいる指導者の立場をつぶさなくてすむと思う。オリンピッ

ク出場経験者が１日だけ指導に行くということはよくあるが、１日しか行かないの

にそこでいろいろなことを言うとその人のことを信じてしまい、残る指導者が困る

現状はある。そういった面からも、もともとの指導者の関わり方、どういった指導

をしてきたのかということを伝えたうえで、現場をサプライズで訪ねるオリンピ

アンに何ができるのかという方向性も必要だと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

   番組の本質的なところを見ていただいたと思う。ド

キュメンタリーとはいうものの、応援歌にもしたいという思

いもある。オリンピアンの先輩からの本気の指導は短いとき

で３時間程度だが、才能のある若い選手は短時間でも急激に

変わると感じている。そういう意味でこういうドキュメンタ

リーもありうると思う。気持ちよく見てもらうために、編集

の過程で若い選手の葛藤やオリンピアンでさえも伝えるとい

うことの難しさのような等身大の部分を落とし、犠牲にして

いるかもしれないと気が付いた。何とかそういうところもう

まく練り込み、リアルな姿を意識して制作したいと思った。 

  今の指導者とオリンピアンの関係のところは、指導にあた
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るオリンピアンのほうが大変気を遣っている。そこは番組の

設計上、申し訳ないと思っている。オリンピックやパラリン

ピックを目指す若いアスリートとその指導者は、緊張感の大

変高い日々を送っているというのがディレクターたちから聞

く実感だ。あまり番組の都合になってはいけないという部分

の折り合いと、どういう指導であれば若い選手たちや指導に

あたった方たちにとっても納得がいき身になるものなのか、

もっと本気で精査しないと番組がリアルではなくなっていく

リスクがあると感じていた。具体的にどうしていくのかとい

う回答はないが、意識していきたいと思う。 

 

○  ドラマの部分とドキュメントの部分が両方あった。ドキュメントだけではなかな

か見てくれないので、短い時間でドラマも作らないといけないのだろう。メークド

ラマと事実に即した部分が必ずどこかでかち合うと思うが、今回はメークドラマを

意識しすぎた感じがした。オリンピアンが若い選手と対面し、技術指導をすること

は偶然ではなく、ＮＨＫの番組の作りとしてあらかじめある骨格だ。毎回筋立てを

視聴者に知ってもらい、ＮＨＫが舞台をセットし、その中でのオリンピアンと若い

選手とのやりとりを見せるという形にしてはどうだろうか。事実として語らしめる

ほうがリアルに伝わる面もあると思う。 

  バランスが大切な番組だと感じた。メインＭＣとコメンテーターは素人の北川

さんと玄人のオリンピアンだ。素人に対し、玄人が自分の経験も踏まえた適切な解

説があればよいと思うが、今回のケースはそれが見られなかった。スタジオゲスト

の人選も番組の価値を決める１つのポイントになるという印象だ。 

 

○  大変おもしろかったが、初めから構想があって出会わせたいというのが見え見え

で、なぜ海野選手なのか、なぜ伊藤選手なのかと思った。その世界ではそれぞれが

きら星の存在であり、両者を会わせようというのがＮＨＫ側にあったのだろうと思

うが、ずっとこういうスタイルでいくと一歩間違えるとやらせとも言われかねない。

東京オリンピックまでずっと放送が続くとすると、海野選手というきら星で可能性

のある人が１回挫折して、どのようにはい上がろうとしているのか、また海野選手

自身が伊藤選手と会いたいということで会えるようにセッティングするなど、挫折

した若者にＮＨＫが協力することで、克服していく姿が見られる回がたまにあると、

新鮮な感じで視聴できるのではないかという気がした。 

 

○  伊藤選手のことばが素人にも分かりやすかった。一流の人は誰にでも分かること

ばで自分が成し遂げたことを伝えられ、すばらしいと思った。たとえば「底を感じ
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る」ということばはトランポリンを体験したことのない人間でもなるほどと感じる

ところがあった。一流の極めた人から学ぶことは大変おもしろいと思った。 

  「究極のワザは伝授されるのか」と繰り返しコメントされ、結果的に何かが伝授

されたのだと思うが、その割に教える側である伊藤選手の、「教えようか」、「教え

ないでおこうか」という逡(しゅん)巡や葛藤する部分が映し出されていなかった。

そこにあまりフォーカスするとほかの部分がおもしろいのにもったいない気がし

た。 

  この番組を初めて見たが、多少不安に思うことがあった。たまたまＮＨＫが伊藤

選手を海野選手に会わせたことによって今後の競技の結果に影響を及ぼすことが

あるのではないか、海野選手が開眼し、伊藤選手がポジションを失うことなどにつ

ながってしまうのでないかと思った。プロが見ればそういうことではないかもしれ

ないが、出会いそのものに自然さがないとすると、競技の結果に影響を及ぼすこと

をしてしまってよいのだろうかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今年度後半はもちろん、来年度にこの番組がどうなるかは

まだ決まっていない。実際に番組での指導の後によい成績を

収める選手もいるが、それがこの番組での指導のおかげとい

うことでもなく、これまでの指導との融合かと思う。オリン

ピアン側で「私が指導に行ってよいのか」という中には、指

摘をいただいたような理由もある。番組の構造を今の舞台設

定でよいのかという議論を先週からスタートさせたところだ。

一番大きな宿題でもあり、考えていかないといけないと思う。

答えがすぐには出ない根幹の部分なのでじっくり考えたいと

思う。 

 

○  ２人の青年がとても爽やかで、楽しく見た。コーチがお父さんだからよいが、他

人だったらどうなのだろうと思った。手の内を全部示してよいのだろうかと思う。

競技は競争で、極意は秘密ではないかと思う。「底を感じる」というのが、競技者

にとって極意だとしたら、それをテレビで放送してしまうことはどうなのだろうか。

伊藤選手は教えたくなかったが、ＮＨＫがカメラを持って取材しているために教え

ざるをえないなどの問題がいろいろあったのでないかとも感じた。ＮＨＫではなく、

別の局だったと思うが、競歩の指導者の極意を追っていた番組があり、その監督独

自の極意をテレビで放送していた。オリンピックの後だったらよいが、オリンピッ

クの前に放送してほかの国の人がまねをしたらどうするのだろうと素人ながらひ

やひやしたことがある。 
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○  オリンピックを目指す先輩が後輩に一肌脱ごうという設定で、会話もスポーツ

マンらしく爽やかな番組というのが第一印象だ。出演する選手をどうやって選んだ

のかが気になった。たくさんの中高生たちがオリンピックを目指している中で、選

ばれなかった人たちに与える影響と、海野選手がテレビに出たことで将来がどうな

るのかというところが大変気になり、登場する選手を１人に絞ることがよいのかと

疑問を感じた。ライバルとは何だろうと思った。現役の選手が 2020 年に一緒にオ

リンピックに出るかもしれない後輩にいろいろ教えることが実際にあるのだろう

かと思った。元陸上選手の朝原宣治さんが時々おっしゃっていたことはアスリート

の本音ではないかと思う。その辺りが作り込んだ番組という印象が残った。爽やか

な部分があったにもかかわらず、もやもやしたものが残ってしまって残念だった。 

 

○  どうやって選手が選ばれるのかは、選ばれなかった人が圧倒的に多いため気にな

る。「めざせ！２０２０年のオリンピアン」でないと駄目なのだろうか。１５歳な

のでリオデジャネイロオリンピックに出られないこともないと思う。「めざせ！オ

リンピアン」でもよいのではないか。2020 年と言われると選ばれた選手も違う負

担を抱えるのでないかという懸念がある。この手の番組がいくつかあるが、必ず

2020 年が念頭に置かれていて、現場のアスリートは負担に思っていると聞いたこ

とがある。 

 

（ＮＨＫ側） 

  若い選手、主人公をどう選ぶのかについて言えば、国内、

国際大会で実績を残している選手で、例えば海野選手はジュ

ニアの大会で成績を残しており、客観的に納得してもらえる

ように選んでいる。2020 年でなければ駄目なのかという指摘

があった。来年夏にリオデジャネイロオリンピックがあり、

世代的には高校生の年代が代表候補であり、実際に代表合宿

に呼ばれていることもある。番組の中で、2020 年について強

調しすぎなのか、それが本当に正しいのかについては、番組

に求められるものと、実際に戦っているアスリートの思いを

どういうところで着地させるかが大事だと思う。特に年が明

けるとリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックイ

ヤーになるが、そういう中でどう取り組んでいくかだと思う。

番組の中で 2020 年の東京オリンピックについて連呼するの

をやめようというような議論も始めているが、東京オリン

ピックに向けて盛り上げたいという思いはある。リオデジャ
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ネイロオリンピックで結果を出し、経験を積んでという思い

を持つ若手選手がほとんどなので、そういう思いからずれな

いように向き合わないといけないと思う。 

 

○  一般的に見ている人からすると、素朴に楽しんで見られる番組だと思う。一流の

人の影響を受けることはいろいろな分野であると思う。スポーツだけではなく、書

道でも、経営の話でも何でもあると思う。もしも松下幸之助に会ったら経営者はド

キッとすると思うし、そうやって社会は元気を出し、動いているのであまり深刻に

考えないでよいのでないかと思う。 

 

○  おもしろく番組を視聴した。短い時間なので、本人、当事者の心の葛藤のところ

まで描き出すのは難しいのではないかと思う。今回も海野選手がなかなかよい成績

が出せない現状をどの程度深刻に考えているのかが分からなかったが、それが今ど

きの若い世代なのかと思った。海野選手がアスリートだったからというよりは、最

近の若い世代はちょっとしたことでスイッチが入って真剣になるという変化がお

もしろかった。海野選手が本気になったことは技術的な指導にあったのか、オリン

ピアンから得た何か別のものでスイッチが入ったのかは番組を見ただけでは分か

らなかった。海野選手の変化をうまく捉えていたという意味でおもしろかった。ア

スリートだけに共通することではなく、若い世代が物事を真剣に捉える１つの例と

しておもしろい番組だったと思う。 

 

○  率直に大変おもしろかった。現役の伊藤選手が出演したことのリスクはあると思

う。伊藤選手の心の葛藤、的確なアドバイスはおもしろかったが、海野選手が本当

に自分のライバルになるという設定がよいのかどうかだ。現役のオリンピアンでな

くても的確なアドバイスをできる人はおり、そのほうが無理はないかもしれないと

思った。海野選手が父親のコーチの意見を聞かないということだったが、私も父親

なので本当によく分かった。だいたい息子は父親の意見を聞かないもので、他人か

らの意見に意味があると思う。そういう意味でもおもしろかった。若い世代を取り

上げ、番組を放送することは本人の大きな刺激になっていると思う。どの選手を選

ぶかは大変難しいだろうが、ＮＨＫの見識で選べばそれでよいのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  身が引き締まる思いだ。これまでディレクターとしてアテ

ネや北京オリンピックの現場で取材し、番組を制作してきた。

競技本番の前に、技や極意についてどの程度放送してよいの

かについては、海外からも映像が見られる時代で、そういう
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難しさもありながら、技や極意をとことん伝えたいという取

材者としての思いもある。その中で心のドラマやリアルな若

者の変化が視聴者の心に伝わるように工夫していきたいと

思った。ありがとうございました。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２１日(日)のＮＨＫスペシャル 戦後７０年ニッポンの肖像－世界の中で

－「第３回“平和国家”の試練と模索」を見た。ひと言でいうとバランスの取れた

内容だったと思うが、いくつか踏み込んでほしかった点もあった。日本は金だけ出

して汗をかかないと批判を浴びたという湾岸戦争時のトラウマの位置づけが紹介

されていた。実際にそう批判したアメリカのアーミテージ元国務副長官も証言して

おり、それはそのとおりだったが、一方で国際社会とアメリカを日本はどう区別し

ていたのか、そこはもう少し踏み込んでほしかった。私は当時現場におり、金だけ

出して汗をかかないとアメリカから言われていたのは知っていたが、世界中がそう

言っている印象は全くなかった。日本にとってアメリカとは何か、国際社会とは何

かということにもう少し踏み込んでほしかった。ゲストの慶應義塾大学の中山俊宏

教授は「イラク戦争について日本はまだちゃんとした検証をしていない。問題では

ないか」という重要な指摘をしており、そのとおりだと思う。日本はブッシュ政権

のイラクへの武力行使に対し、先頭に立って支持すると言った国で、戦闘が終了し

た後とはいえ、自衛隊も派遣した。戦争に積極的であれ、消極的であれ、間接的で

あれ、直接的であれ、コミットしたことはどういうことだったのか、日本は公式な

検証をしていない。中山教授から紹介があったが、イギリスではブレア氏が呼び出

され、問いただされているが、日本ではない。イラク戦争は戦闘が終わったとはい

え、その後１０万人以上の市民が命を落としている戦争で、今問題になっている過

激派組織ＩＳもイラク戦争による混乱が源の１つとなって出てきた現象だ。大量破

壊兵器が実際に見つけられないままで、大義名分をなくした戦争を支持したことが

どういうことだったのかは、冷戦後の日本の外交を考えるうえで重要な意味を持つ

と思う。それを検証していないことをどう考えればよいのか、もう少し踏み込んで

ほしかった。また、ラムズフェルド元アメリカ国防長官がカメラの前に出てきたこ

とは大変意味があることで驚いた。しかし、あまりにもコメントが短く、イラクへ

の攻撃はよかったということに終始し、それで終わってしまっていた。深刻な災い

をもたらした戦争の責任者がカメラの前に出てきており、もっとしっかり追及して

もよかったのではないかと思う。アメリカまで行き取材しており、きちんとインタ

ビューを行っているのではないかと思う。インタビューした内容があり、ほかで活
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用できるならばそうしてほしい。番組全体を見て、深い取材をしているという印象

を持ったし、視点もバランスが取れていて、目配りも利いていたと思う。１回では

なく、２回に分けてもらえればもっと有意義な内容になったという気がした。 

 

（ＮＨＫ側） 

  日本が金だけを出したという批判はアメリカから見たもの

なのか、国際社会全体から見たものなのかについて、番組で

はクウェート政府が世界３０か国に感謝を示し、その中に日

本が入っていなかったことが国際社会全体がそう受け止めた

と印象付けたと紹介した。当時の印象としてはそういうこと

だったのでないかというのがいろいろな識者に伺ったうえで

の骨子だった。イラク戦争についての総括がもう少しあれば

ということについて、中山教授が番組の中で、アメリカでも

間違っていたのでないかという声があり、イギリスではブレ

ア氏がある意味責任をとった形になっていることを紹介し、

日本ではきちんと捉え直していないということがあるのでな

いか、そこの空白が気になると話している。そのコメントで

そういうニュアンスは出せているのではないかと思う。ラム

ズフェルド氏のインタビューについては、短い印象を受けた

のかもしれないが、ほかの人よりは長めに使っている。あの

戦争がよかったと言い切ったというよりは、それ以外の国、

フランスとドイツは反対したが賛成した国も多かった、国連

の決議があればより望ましかったが、それよりもイラクが問

題だったという当時の国防総省の見解をそれなりに述べたと

いう意味で、インタビューの価値はあったと考えている。 

 

○  今の説明では、ＮＨＫがやるべき日本の検証は企画段階で入っていなかったとい

うことか。中山教授のコメントがあるかどうかはスタジオを収録しないと分からな

いわけで、コメントしなかったかもしれない。ＮＨＫはあそこまで時間をかけ、手

間をかけ、鋭い視点でほかの国を取材したものの、肝心の日本については企画段階

で落ちていたという理解でよいのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  そういうわけではない。今回は２０年全体を検証しており、

イラク戦争について、どう外交として対応したかがテーマ

だった。イラク戦争のときにどういうアメリカの要求を受け、
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どういう反応をしたかがテーマだ。湾岸戦争以降のいろいろ

な出来事の検証は、外交としてどうかというよりも現代史全

体としてどうかというジャンルに入ると思う。 

 

○  それこそＮＨＫに取り上げてほしい、ＮＨＫがやるべきことだと思う。 

 

○  ７月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「腰痛・治療革命～見えてきた痛みのメカニ

ズム～」を見た。慢性の腰痛の原因が脳にある場合もあり、認知行動療法が紹介さ

れていて興味深かった。将来は保険の適用になる形に進めばよいと思った。 

 

○  「廃炉への道 全記録」シリーズは、これまで３本放送しているが、力の入って

いる番組だ。これから日本国として考えなければいけない大きなテーマだ。チェル

ノブイリとスリーマイルの過去の検証データ、映像をＮＨＫが全部入手したという

ところは、いつものＮＨＫらしく、頼もしいと思った。映像を入手し各国を取材し、

手間暇をかけて番組を制作するからには、これから４０年、５０年かかるという廃

炉作業をフォローアップしていく覚悟とスケジュール感をもう少し番組のなかで

出したほうがよかった気はする。これからも期待している。 

 

○  ６月２８日(日)の「ＮＨＫとっておきサンデー」で「ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏ

ｏｌ」を紹介していた。小中高校の学校の先生向けに教材となるコンテンツを無料

で提供するそうで、これはとても助かると思った。小中高校生だけでなく、大学生

も映像の教材が必要で、ＤＶＤは大変高価だが、ＮＨＫの豊富なコンテンツを学校

現場が自由に使えるようにしているのはＮＨＫならではだと思う。 

 

○  「連続テレビ小説」が大好きで、ＢＳプレミアムで視聴している。今は「まれ」

と再放送の「あまちゃん」の両方を楽しんでいるが、２つのテイストが大変似てい

る。若い女の子で、地方が舞台で、地方の人たちがいつも集まってわいわい言って

いる。それ自体はよいのだが、２つを続けて見るとそのよさが見えてこない。もう

少し静かな「ごちそうさん」や「カーネーション」と「まれ」の組み合わせだった

らよいかもしれない。今後は組み合わせも考えてもらえたらと思う。 

   

○  ７月２日(木)のオトナヘノベル １０代の体験をドラマに「身近な人がストー

カー そのとき どうする？」を見た。木曜日の午後７時２５分からの短い番組で、

夕飯の後に子どもと見ることが多い。１０代のリアルな体験が小説とドラマになる

という番組で、ＳＮＳ時代ならではの信じられない現実がドラマになっており見て

いて怖くなった。リベンジポルノということばを初めて知り、子どもを持つ親とし
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ても、１人の人間としても恐怖を感じた。番組後半でＬＩＮＥの履歴が証拠になる

など、１０代に向けたアドバイスがしっかり伝えられていたのでホッとする場面も

あった。後日、気になったので番組のホームページを見たところ、「かきこみ」に

「ゲームがやめられない」「学校でセクハラがある」など１０代のリアルな書き込

みがいろいろ載っていた。「かきこみ」を見て、「私だけではない」と思えることで

救われる子どもたちもたくさんいるのだろうと思った。親にも話せずテレビを見て、

番組ホームページに書き込んでいるとすると、何かが起こったときの対策や対処法、

１人で考え込まないでほしいというようなことがホームページ上に大きく書いて

あると安心できると思った。 

 

○  ７月６日（月）のハートネットＴＶ ブレイクスルー Ｆｉｌｅ．３４「キムさん

の日本語教室」を見た。耳が不自由な外国の方が日本で生活する出発点である日本

語をどうやって学ぶかという興味深い番組だった。国際化が進む中でこれまで光が

当たって来なかったろうあ者に対し、日本の取り組みがほとんどできていないこと

に驚いた。いろいろな課題を突きつけたよい番組だったと思う。紹介されたろうあ

者は皆さん意欲的で、日本で生活することに前向きな姿勢を持っており、手話を通

し日本語を学ぼうとする意欲、努力を感じた。ろうあ者に対しては日本人対象の教

室しか日本にはなく、外国人のろうあ者が最近増え、これからの大きなテーマにな

るのでないかと感じた。日本の国際化が進む中、外国の方も日本語の手話を学ぶ機

会が必要だとよく分かった。私たちも努力し、活動しないといけないと思った。自

治体では外国語を話せる方のボランティアを募り、いろいろと支援しているが、手

話までは行き着いていない。「ハートネットＴＶ」でいろいろな問題、課題をさら

に提起していってほしい。 

 

○  ７月６日(月)のオイコノミア「それっておトク？飲み屋選びの経済学」を見た。

お得なお酒の選び方、お得感でお酒を飲んでもらうお店の紹介などをしていたが、

飲み放題のお店でもお酒のお得感は一定の条件によって違うということなど、なる

ほどと思った。同じワインを試飲し、価格の違いを聞くと高いほうがおいしいと感

じる、消費者はそういうところがあるとよく分かった。大変おもしろい番組だった

が、経済学で解説しなくてもよいのではないかと思った。普通にゲストの大悟さん

が話しているほうが分かりやすく、経済学として大学の先生がいろいろ説明されて

いるほうがかえって分かりづらかった。すべてを経済学で占める必要はないのでな

いかと思った。また、お酒の話が出るときにはお酒についてのリスクをひと言入れ

てほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  「オイコノミア」は経済を使ってややこしく話をするのが

番組の仕掛けになっている。経済はややこしいと思っていた

だくことも含め、経済から物事を見てみるというコンセプト

で取り組んでいる。お酒のリスクについては飲み過ぎに気を

つけましょうぐらいしか言えないかもしれないが、そういう

ことも必要かと思う。 

 

○  テーマの設定の仕方だと思う。飲み屋での話を経済的に話す必要があるのかとい

うことだ。もっとほかにもテーマがあるでないか。お酒のリスクについては、飲み

過ぎに注意しましょうだけではなく、妊婦は飲んではいけないなど、もう少し真剣

な部分でのお酒のリスクにも触れてもらえるとありがたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「オイコノミア」では、経済的に解説しやすいものだけを

取り上げると又吉さんに出演してもらっている意味もあまり

なくなるので、ときどき挑戦的なテーマを取り上げている。

今回の「それっておトク？飲み屋選びの経済学」は、チャレン

ジングな内容の一つだ。温かい目で見ていただけるとありが

たい。 

 

○  ６月２０日(土)のＢＳ１スペシャル「僕ら難民キャンプが撮影所～過激派組織Ｉ

Ｓに追われた子どもたち、映画を撮る～」(ＢＳ１ 後 7:00～8:49)を見た。映画監

督のバーマン・ゴバディさんなどに映画作りを教わった難民キャンプに暮らす子ど

もたちが映画を作る様子と、その作品を紹介していた。どんなニュースでも伝えら

れない、ＩＳに迫害された子どもたちだからこそ伝えられる悲惨な状況や、性的な

暴力を受けた１０歳の妹の話、家族が殺されたことなどを、切々と子どもたち自身

の手で拾い上げていた。それらをまとめてよく放送できたと思う。子どもたちの作

品が映画になって世界中で放送されると、ここ数年で子どもたちがどんな被害に

遭っていたかが見えてくる。芸術的な面などいろいろな意味で子どもたちに刺激を

与えることは大変大事なことだ。将来は銃ではなく、カメラを持つ子どもたちが出

てくる可能性があり、それをテレビが応援しているというのはすばらしいことだと

思う。ＩＳのひどさを伝えることも大事だが、ＩＳに負けないテレビならではの応

援の仕方があるような感じがした。２時間程度のドキュメンタリーだったが、内容

の充実した番組だった。短く３０分程度にエッセンスをまとめて、総合テレビなど

で伝えられたらもっと世界を変えていける番組になるのではないかと感じた。 
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○  私もＢＳ１スペシャル「僕ら難民キャンプが撮影所～過激派組織ＩＳに追われた

子どもたち、映画を撮る～」を見たが同感で、大変感動した。 

 

○  各国の報道を紹介している「キャッチ！世界の視点」は大変参考になる。ポイン

トを絞った解説をしており、ほかの番組よりも優れているのでないかと思わせるぐ

らいだ。けさの番組の中でも、神戸児童連続殺傷事件を起こした元少年Ａの手記に

ついて、アメリカの「サムの息子法」との比較をしており、大変参考になった。 

 

○  ７月８日(水)のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「あさま山荘事件 立てこ

もり１０日間の真相」を見たが、なかなかドキドキする番組だった。当時山荘に立

てこもった犯人が何十年ぶりかにインタビューに応じていたが、初めて見た。番組

のなかで、いくつかの疑問について答えを出していた。犯人たちは捕まりたがって

いたのでないかという話や鉄球のクレーン車を運転した兄弟２人のことなど、ド

キュメンタリーとして興味深かった。ナビゲーターがところどころで解説するが、

率直にいうとうるさかった。ナビゲーター役の方には、その人自身のすばらしさは

あると思うが、語り部としてそれがうまくはまっていない。最近、若い人たちに見

てもらう入り口作りとしてそういう人たちを採用するケースが多い気がするが、そ

の必要はないのではないかと思う。ＮＨＫにはベテランアナウンサーが大勢おり、

上手に使って説得力のある展開にしたらよいのでないかと思う。 

 

○  私はどちらかというとラジオ派なのでラジオをいつもつけている。時には聞き流

し、時には真剣に聴いている。ＮＨＫのラジオは９割がすばらしいと評価している

が、最近はともするとうるさく、騒がしくて消さざるを得ない番組がある。テレビ

はボリュームを下げ、画を楽しむことができるが、ラジオで騒がれると逃げ場がな

い。最近も、３人ぐらいの出演者が内輪ネタで大変盛り上がっていて、民放のラジ

オかと思ったらＮＨＫだった。いつもＮＨＫらしく静かでなくてもよいのだが、耳

から入ってくるものなので、滑舌、音の問題はもう一度考えていただければありが

たい。 

 

○  新国立競技場の建設について毎日のように民間放送、新聞、スポーツ新聞などで

やめたほうがよいと報道されている。その気持ちも分からないではないが、ラグ

ビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックが始まれば、張り切って頑張

るのは放送局やスポーツ新聞だ。あんなものを造ってどうするのかというのをいつ

まで報道するのかと思う。そういう報道をしてはいけないと言うつもりはないが、

せっかく造ろうと思うものをみんなで批判するのはよくないと思う。材料の強さが

変わらない限り大きな構造物を造るのは大変なことで、2,520 億円が安いと言うつ
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もりもないが、困っているものをみんなで批判することはやめたほうがよいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新国立競技場は当初より 900 億円多い 2,520 億円という建

設費になり、コスト面での精査が足りなかったのでないか、

税負担、国民の負担が出てくるのでないか、東京都の負担が

増えるのでないかという指摘が出てきた。そういう問題点が

あるということで、ニュースで取り上げている。2019 年のラ

グビーワールドカップや 2020 年の東京オリンピックに間に

合わせないといけないという命題もあり、今から設計をやり

直したのでは間に合わないということも事実としてある。そ

の辺りはきちんとバランスを取ってニュースとして伝えてい

く。 

 

○  よろしくお願いしたい。昨日の民放の番組で１０代の女性が「そんなに困ってい

るなら１万円を出します。友達が５人いるから６万円出します」と言っていた。日

本は人口１億 2,000 万人で、もし全員が１万円ずつ出したら１兆円になる。実際に

寄付したいという人も多いそうだ。新国立競技場の建設をつぶそうというスタンス

でいないほうがよいということだ。 

 

○  海外出張でドイツ、イスラエル、トルコを訪れたが、ＮＨＫワールドＴＶをドイ

ツで見ることができた。ＮＨＫワールドではいろいろな番組を放送していると思う

が、私が見た番組では日本がいかにエキゾチックで、食事や作法がすばらしいもの

であるということを延々と伝えていた。ＦＩＦＡ女子ワールドカップサッカーが開

催されている時期で、その結果を知りたくて日本のニュースを探したが、たどり着

くことができなかった。 

 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年６月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１５日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、１

１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告を受けた再発防止

策について説明があり議事に入った。続いて、アナザーストーリーズ 運命の分岐点

「アイルトン・セナ事故死 不屈のレーサー 最期の真実」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、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  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  小林いずみ（前世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官） 

   委 員      有森 裕子（元マラソンランナー） 

         大野 博人（朝日新聞社役員待遇論説主幹） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         龍井 葉二（連合総合生活開発研究所客員研究員） 

         永田 紗戀（書家／花咲く書道 Studio Saren.Nagata 主宰） 

        谷口  肇（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        和田  章（東京工業大学名誉教授） 

        

 

（主な発言） 

 

＜アナザーストーリーズ 運命の分岐点 

「アイルトン・セナ事故死 不屈のレーサー 最期の真実」 

（ＢＳプレミアム ５月１３日(水)放送）について＞ 

 

○  久しぶりに感動した番組だった。１人の生き方が、次の人たちに与える影響の強

さに感動した。ルーベンス・バリチェロさんがお父さんに「もっと気を楽にしてがん

ばれ」と言われてから活躍した話など、今の日本の若者たちで元気をなくした人な

どを勇気づける内容だと思った。一番感動したのはブラジルのサッカーチームが
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ワールドカップサッカーで優勝したことだ。１人の生き方、ちょっとした一つのこ

とばなどが次の人たちの人生に与える影響の強さがあると思ったよい番組だった。 

 

○  セナが亡くなったときに私は中学生ぐらいで、名前を知っているぐらいだった。

番組を見て、１人の人間の偉大さを深く感じ、映画のような番組だと思った。セナ

がブラジル国民の希望だったこともこの番組で知った。残された古い写真にＦ１の

音が重なるシーンがあったが、かえって想像力をかき立てられて、涙が出るほど感

動した。また、現代のブラジルの子どもたちにセナの思いが受け継がれていること

が最後に紹介され、心がじんわりと温かくなった。見終わった後に私も頑張ろうと

思えるすばらしい番組だった。 

 

○  みんなが知っていることについてもう一つのストーリーをいくつか取り出して

いくという手法は興味深い。今回は４つのアナザーストーリーで、多面的に物事を

見せてくれる意味ではよい番組だと思ったが、気になるところも２つあった。１つ

は今なぜアイルトン・セナなのかだ。Ｆ１の世界にほとんど関心がない人たちに

とって、セナを振り返ることにどういう意義があるのかがあまり伝わってこなかっ

た。もう１つは、２１年前の出来事について、今回何をニュースとして伝えようと

していたかだ。これまでずっと黙っていた女性広報官が、最近になって語り始めた

というところが今回の最大のニュースかと思って見ていたが、セナの死の謎につい

て裁判で出た結果以上の話は出てこなかった印象だ。後輩レーサーがセナを追いか

け、後継者として成長したという話、日本人のジャーナリストがセナとの関係にお

いて一流の世界のジャーナリストになったという話は、人間ストーリーとしてはよ

かったが、今回新しく出てきた話ではないという印象を受けた。ワールドカップ

サッカーとの関連の話も、２１年前にも話題になったことではないかと思った。セ

ナが偉大なブラジルのシンボルだったことは分かったが、新しい話題がなかったと

いう印象だった。総じてよかったと思うが、そういう印象を抱いた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新しさがないという部分については確かにそのとおりだ。

ネタによって本当に新しい事実が見つかる場合もあるし、そ

うでない場合もある。セナのファンにとって、事故の真相は

いまだに闇の中に葬り去られており、そこに新しい事実を浮

かび上がらせてくれるのかという期待を持ってこの番組を見

た方は、新しいことが出て来なかったことにがっかりされた

ようだ。女性広報官がテレビカメラの前で話すのは初めての

ことだった。写真、証言、音などを組み合わせることによっ
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て、裁判記録からだけではない当時のセナや、女性広報官、

後輩のバリチェロたちがどんな思いで事故の瞬間を見たのか

という臨場感を、ある程度浮かび上がらせることができたと

思う。今なぜセナなのかというご指摘があったが、セナのよ

うな偉大な人が残したことばや生き方は時代を超え、伝えら

れていく、時代を超えた普遍的なものだということを見てい

る人たちに気づいていただければありがたいと思っている。 

 

○  番組の最後まで興味深く視聴することはできたが、気になるところがいくつか

あった。「アナザーストーリーズ」と複数形でよいのだろうか。「ジ・アナザース

トーリー」ではないかと思った。セナが事故を起こした大会でルール変更が行われ

ていなかったらというような反実仮想のストーリーが聞けるのかと思ったが、そう

ではなく、セナに関係した人たちのストーリーだったので「あれ？」という気がし

た。ドキュメントか、エンターテインメントか、どちらなのかという点も気になっ

た。もしもドキュメントならばルールの変更がどれぐらい意味を持ったのか、もう

少し知りたかった。ほかのレーサーの事故が心理的な動揺を与えたという説明が

あったが、ブラジル人の若い同僚の事故があったものの軽傷で、セナのレースの前

に冗談も交わしていて、不安・動揺よりも安心・安ど感のほうが勝っていたのでな

いかと思った。もしもそうではなく、動揺していたというのであれば、その動揺は

どういうところに表れたのかということが知りたくなった。 

  ほかの人たちのストーリーはそれぞれおもしろいと思ったが、セナに関連付けす

ぎている気がした。広報官はセナのすぐそばにいた人だからいろいろな影響を受け

たと思うが、日本人ジャーナリストはセナが死んで植木職人に転職したというが、

「それだけで？」という感じがし、もう少し裏の事情が知りたかった。サッカーの

ナショナルチームの優勝もセナだけで説明するのは無理がある気もした。ストー

リーがやや劇画的な印象で、エンターテインメントと割り切ればそれもあるとは思

うが、その辺りは少し戸惑いを感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  劇画的に見えるという点は、ドキュメンタリー性とエン

ターテインメント性の折り合いの付け方、バランスの取り方

だと思う。毎回大変悩んでおり、試行錯誤の連続だ。 

 

○  １人の死が多くの人のその後の人生に影響を与える例としてとてもよくできた

番組だと思う。私は「あの日、セナに何が起きたのか」に注目し、なぜ死んだのか

という真相を待ち望んでいたが、謎は謎で終わっていた。私は８０年代にセナの活
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躍を見ておりファンだったので、懐かしく画像を見たとともに、セナに何が起きた

のかを本当に知りたかったので残念だった。 

  ナレーションで「祖国ブラジルの期待を背負った」「国民の期待だったセナ」と

いう表現が何回も出てきた。セナもその期待に応えなくてはならないという重圧感

があったというような話もあった。番組を見る限り、誰よりも速く走りたいセナと、

祖国ブラジルの期待に応えたいセナという２つがあり、番組の後半ではどちらかと

いうと祖国ブラジルの期待に応えたいという点に重点が置かれた気がする。セナの

すばらしさは、誰よりも速く走るにはどうしたらよいのか、人間としての限界にど

うやって挑戦するのか、命をかけたチャレンジャーとしてのセナであり、それが世

界の人を魅了したのだと思う。祖国の名誉、それに応えるということに重点が置か

れていた点が気になった。素直にセナのよさを表に出したほうが受け入れられ、画

像を見ながら懐かしい思いに浸れたのでないかと思う。 

 

○  事件に対する別の見方を伝える番組なのかと最初は思ったが、関わった人それぞ

れの人生の、ある種のドキュメントだった。広報官の話では、事故当日の話という

より、裁判を経て離婚までせざるをえないという１人の女性のストーリーとして見

た。それで少し納得しかかったら、最後はサッカーチームの話で、違和感があった。

チームでなく、その中の１人にスポットを当て、その後どうなったかを伝えた方が

よかったのではないか。個人に絞って淡々と伝えたほうが裏に出てくる大きさみた

いなものが浮き彫りになるのではないかと感じた。 

  ４つのストーリーのうち、まずどれか一つにスポットを当ててから、セナのテー

マにしようと決め、ほかの３つのストーリーを探すという取材方法なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回は何を取り上げるか決めたうえでそこに関わっている

人たちを取材した。４つのストーリーの中から誰かを突出し

て最初に取り上げるということではない。なるべく多くの人

たちの記憶に残っている、誰もが見た、誰もが知っていると

ころに重点を置いて毎回のテーマ、ネタを探している。 

 

○  当てが外れる場合もあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ある程度リサーチし、なかなか厳しいということでネタを

あきらめる場合もある。視聴者が見たいのは事故、事件の知

られざる真相だと思う。この番組では、事件の真相をなるべ
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く丁寧に伝えることに主眼を置いている。そこに関わってい

る人たち、三者三様の見方によって事件が違って見えてくる。

三つの視点から事故の真相が浮かび上がるようにできないか

ということだ。事故の真相をそのまま掘り下げることだと、

これまで制作してきた番組と見え方がそう変わらないだろう

と思う。なるべくサイドの人たちの目線から浮かび上がらせ

ることはできないかということを模索している。新しい証言

者が出てくる、新しい事実が発掘されるということは毎回

そんなにあるわけではない。出来事とその人たちの人生をう

まくリンクさせ、魅力的に見せられるように努力している。 

 

○  「最期の真実」とタイトルにあるので、どんな真実があるのか、どんなことが隠

されているのだろうと思った。あんなにスピードが大好きなセナが、なぜ事故を起

こしてしまったのかという内容ではなかったと思う。もっと何かあるはずだと思っ

た。ルール変更によって勝っていた人が全く勝てなくなることはある。スキー

ジャンプの板やスケートの靴などのルール変更は大きな影響を及ぼす。ルール変更

についてあまり詳しく説明がないまま終わってしまって、バリチェロの話や祖国の

プレッシャーなど普通のストーリーになっていたと思う。感動もしたがありがちな

ストーリーが出てきて、どこが「最期の真実」なのかよく分からなかった。タイト

ルと内容が異なっていたと思う。単なる国のプレッシャーだけではなく、何があっ

たのかを知りたいと思った。そこを掘り下げてほしかった。 

 

○  私はＦ１に関心が薄く、セナのこともよく知らなかったが、Ｆ１のスリリングな

感覚、限界に近づけばエキサイトするという感覚は格闘技に近いスポーツなのかと

感じた。 

  質問をいくつか挙げたい。Ｆ１マシンの電子制御みたいなことが事故死の真実に

からんでいるのだろうか。この番組を作成するのにどのぐらいの期間を要している

のか。番組ではゲストを呼ばないということだが、なぜか。 

  １時間という長い番組だったが飽きはなかった。気になったのは全体的に暗い感

じがすることだ。ナビゲーターの語り、話し方、声の質が全体を暗くしているので

ないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組の制作期間は３か月ぐらいだ。 

  ブラジル人ジャーナリストが番組に出ていたが、ルール改

正が事故の大きな原因だろうといわれている。事故の真相、
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原因が本当に明らかにできれば、番組の中で盛り込むことも

可能だったと思う。 

 

○  セナをよく知っている私の世代、「最期の真実」とは何だったのかと期待した者

に対し、受け止めるものが少なかった点は残念だった。若い世代でセナのことをよ

く知らない方が見ると感動したということだが、それがテレビなのだろうと思う。

いろいろなボールの投げ方があってよいかと思う。 

  ドキュメンタリー性とエンターテインメント性のバランスはとても難しいと思

う。そのアンバランス性が気になったのはナビゲーターの語りだ。手法としてはと

ても新しいし、ほかの番組にないおもしろさは感じたが、時代がかっていて、重苦

しく感じた。語りと内容を一致させることも今後必要かと思う。この春から始まっ

た新しい番組なので期待している。 

 

○  「最期の真実」というタイトルへの期待が、内容とのギャップを作り上げてし

まったのではないかと思う。あえて「最期の真実」と言う必要はあったのだろうか。

それよりは４人のその後に起こったことから、セナという人物がいろいろな角度か

ら見えたので、人物像を描くという意味ではおもしろかったと思う。最初の広報官

のストーリーは、ほかの３つと少し違うタイプのストーリーで、４つのストーリー

を同じところに並べるのは少し無理があったのではないか。その後の３つのストー

リーに関してはセナに影響を受け、人生が変わったという意味では共通項があった

が、広報官については、セナに近かった方が今まで話さなかったことを話すという

意味合いで性格が違うと思った。 

  ナビゲーターのナレーションのトーンは、効果を狙いすぎているようで、重苦し

さ、わざとらしさを感じた。 

 

○  ナビゲーターの語り口はよかったと思う。あの語り口を聞くと「アナザーストー

リーズ」だったと思えるので、特徴があってよいのではないか。 

  メカニックの責任者も人生が変わっただろうし、事故の影響で人生が変わった人

たちの話から事故がどうやって起きたのか出てくるのかと思ったが、裁判で無罪に

なったというだけだった。セナが直線に突っ込んでいったのはなぜかなど、そうい

うことの中から事故の真相も分かり、それに関わった人たちの人生も変わったとい

うことが出るのかと思ったが、何も出て来なかった。アナザーストーリーとしてい

ろいろな人に影響を与えたところはよかったと思うが、「最期の真実」の部分は、

何も真相が出なかった印象だ。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  セナの事故は、２１年たつのに本当によく分からない事故

で、少しでも真相に近づければという目的でこの番組を制作

している。その部分が自分たちの脳裏にあり、番組タイトル

に「最期の真実」と付けた部分もある。タイトルに内容が伴っ

ていないという指摘を頂いたので、次回以降はよく考慮した

いと思う。 

  ナビゲーターは女優業が主で、ＭＣを担当するのは今回初

めてで、慣れていないところもあるかと思うが、６月１０日

(水)の「ビートルズ旋風 初来日 熱狂の１０３時間」では

語調を「ですます」調に変えるなど、もう少し感情を込めた

プレゼンテーションにするよう工夫している。 

  「アナザーストーリーズ」という番組を４月から立ち上げ、

真相話で押してよいのかどうかという議論も制作者の間では

あった。真相を究明することを突き詰めると、これまでのよ

うな調査報道番組になってしまうところがある。番組を立ち

上げたときは、何十年かたっていろいろな立場で関わった人

たちがそれぞれ事件とどう向き合ってきたのかがおもしろい

のではないか、複眼的に見ることによって出来事の見え方が

新しくなるのでないかというようなことを目指した。真相部

分にどこまで労力を注ぐのか、サイドの人たちの物語をどこ

まで伝えるのか、その二つがうまく絡み合って展開できると

もっとおもしろくできるし、皆さんが物足りないと感じられ

た部分もクリアできると思う。そこは大きな課題だと思う。 

 

  始まって２か月の若い番組なので現場も悩みながら工夫を

重ねている。先週放送した「ビートルズ旋風 初来日 熱狂

の１０３時間」は全く違うタイプの作りとした。いろいろ関

わった人たちが出てくることによって、当時の日本の高度成

長期の時代が見えてくる。それを真実、真相と言うかどうか

は別として、違うものが見えてくると感じている。今は「ア

ナザーストーリーズ」が一つの形になっていくように試行錯

誤しているところだ。 

 

○  複眼的にとらえ、どういう影響があったのか、今だから分かるという背景で報道

することはおもしろい取り組みなので期待している。今回はタイトルが「最期の真

実」だったことから、新たな真相が出てくるのかと思わせたところが皆さんの批判
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の元かもしれない。 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「クローズアップ現代」問題の再発防止策について、ＮＨＫは報道の事実を伝え

ることに大変重きを置いていると視聴者も見ていると思う。分かりやすくする、お

もしろくするために事実と異なる放送をすることは問題があると思う。常に事実を

報道することを職員の方々に徹底していただければと思う。 

 

○  「クローズアップ現代」の再発防止策について、過剰な演出とやらせの違いが微

妙だ。公共放送は何かと考える中で、きちんとＮＨＫはどう考えているということ

をはっきり言っていただきたい。今日の説明でもそこが抜けている。いろいろな方

が、あれはやらせではないかと言っていて、それは違うと言い切ったわりに防止策

が物足りなく感じた。その辺りはもう少し詰めて考えていただきたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  やらせ、過剰な演出など、いろいろあるが、ＮＨＫとして

はいずれにしろ行ってはいけないことだ。われわれはそうい

う疑問を持たれないような事実に基づくドキュメンタリー番

組などを放送していかなければならない。 

 

○  やらせか、過剰演出かについてだが、過剰な演出にしても事実と違う場所を隠し

カメラで撮っているように見せて放送したのはよくないと思う。演出が過剰という

よりも、実際の場所について、真実と違うことを放送したと見たほうがよいのでな

いかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  まさにそういう問題をわれわれは大変重く受け止めている。

事実と違うことを放送することはあってはならないと思う。

番組そのもの、出家詐欺が世の中にあって、警鐘を鳴らす番

組を作らなければならないという基本的な意図は間違ってい

たと思わない。それを表現するためのやり方にさまざまな指

摘を頂いたような問題がある。事実ではないことをあたかも

事実であるかのように言うことは論外だ。そのようなことを

厳に排していく意味でチェック体制をきちんと実施していく。

それが結果的にやらせも防ぎ、過剰な演出も排除でき、対策

が有効に機能する。まだ始めたばかりなので、有効性につい
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ての検証は一定の期間を経たうえで実施していきたい。 

○  「クローズアップ現代」問題の、過剰な演出なのか、やらせなのかについてだが、

その中間ぐらいで、ある人から見ればやらせだろうし、そうでない人から見れば過

剰な演出ということではないか。そこを議論してもしょうがないと思う。なぜそう

なるかを私なりに解釈すると、この世界ではどうしてもそういうことが起こりがち

だからだ。歴史は一回性であって、そのときにその場にいないと映像を撮れない。

テレビの場合はカメラや音声など大きな部隊として常に動いていて、手間暇、人件

費のかかる取材をしている。思うとおりに映像が撮れないときに、費用対効果を考

慮して、この程度ならば大丈夫ではないかと、事実の範囲の中で当てはめて、グレー

ゾーンをぎりぎり上げるような判断をすることが、現場にも、チェックする人たち

にも、起こりうると思う。テレビの場合は画がなければ何もできないという、画の

負担の部分がそういうことになりがちな構造的問題がある。それは画のよさと画の

リスクの両方を併せ持ったものとして捉えていかないと、いたずらにそれを押さえ

込むと現場が萎縮し、マイナス面が出てくる可能性があると思う。最後はバランス

だ。今回、ＮＨＫはきちんと対応し調査報告を出し、再発防止策としてある意味で

お役所的に厳しいものを作っていると思う。それでも足りないという人もいるかも

しれないが、ここまで実施すれば相当なことが防げると思う。逆に現場に過度なプ

レッシャーになってはいけないという印象を持った。 

 

○  ５月２３日(土)のマイケル・サンデルの白熱教室「公共放送の未来を考えよう」

(総合 後 10:00～10:49)を見た。サンデル教授の最後のまとめがさすがだったと思

う。「公共放送にとって視聴者は単なる消費者ではない。視聴者はさまざまな出来

事へ衝突しながら参加するものである。どうやってキャンプファイヤーのような対

話ができるのか。異なる意見を包み込むことができるのか。新たなテクノロジーを

使って受け身だった視聴者を民主主義の市民として参加を促していくのか。挑戦し

がいのある公共放送職員たちの使命だ」ということを言っていた。番組審議委員と

しても勉強になった。視聴率と放送の質の問題、インターネットと公共放送、共同

体意識の育成とナショナリズムの問題、政治的圧力と公共放送など、勉強になるよ

い視点を提供してもらえた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＩＮＰＵＴ(世界公共放送番組会議)という世界のテレビ局

の制作者を集めて会議を開催した際に、収録して放送した。

鋭い指摘もあり、その指摘にＮＨＫの担当者が答えたが、な

かなかうまく答えられないシーンもあった。参考になること

が多かったと思う。 
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○  マイケル・サンデルの白熱教室「公共放送の未来を考えよう」は、題名を見て、

これは見ないといけないと思って見た。今日説明のあった「クローズアップ現代」

の再発防止策についてはまだ公表されていなかったが、公共放送とは何だろうかと、

じっくり聞きたいと思った。世界から集まった方々で、環境や各国の考え方が違い、

同じ方向を向いているとは思えない場面もあったが、すばらしい番組だった。これ

からテレビとインターネットの融合をどうするのか、公共放送の使命と役割、政府

や権力からの圧力など、いろいろなことを参加者に質問しながらさらに突っ込んで

いく、いつものサンデル教授の方法が興味深かったが、もう少し突っ込んでほしい

とも思った。ＮＨＫの方は４人出ていたが、うわべの話だけでなく、こういうとき

こそはっきり言ってほしいと思った。重要な論点が検討され、参加者の賛否、それ

ぞれの回答はいずれも考えさせられるものだった。戦争、スポーツの報道のあり方

は基本的に同じにするべきで、スポーツだからどうということではないような気が

した。とはいえ、日本だから日本のことを強調することに関しては問題がないので

はないかとも思え、大変複雑な思いがした。提供するメディアか、要求に応えるメ

ディアかも大きなテーマだと思った。あっという間に時間が過ぎてしまって残念

だった。いろいろと編集し、切られた部分も多かったと思うが、消化できなかった

部分がある。公共放送の未来を考えようというテーマでその役割、使命が話し合わ

れたが、公共放送と民間放送の違いが明確に伝わってこなかった。民間放送はコ

マーシャルがあるため視聴率の高い番組を作らなければならないということは分

かるが、ニュースやドキュメンタリーについて話をされていた中で、政府からの圧

力の対応、キャンプファイヤーのような役割、視聴者の知る権利の尊重、インター

ネットとの融合におけるコンテンツの提供、民主主義への参加者としての視聴者の

位置づけなどは、民放にも共通する課題ではないだろうかと感じ、それらの使命、

役割は公共放送も、民間放送も変わりがないのでないかと思った。公共放送とは何

なのか、もっと深く知りたいと思い、その議論をさらに深めていただきたいと思っ

た。いろいろな国の方々を集めるのは困難なことだとは思うが、いろいろな人が考

えている公共放送について、みんなでもう少し整理したらよいのではないかと感じ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫは公共放送だが、民間放送も同じように公共の放送

だろう。放送法上の観点からいくとその存在に変わりはない。

テレビ放送会社は放送法という法律に基づいて放送しており、

公平公正、不偏不党、何人からも規律されずということは民

間放送にも適用されている。大きく違うのは収入源がＮＨＫ
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は受信料であり、民間放送はコマーシャルであることだと思

う。 

 

○  公共放送についてだが、なるほどと思った。民放も、ＮＨＫも、公共的な放送と

しては一緒で、民放はスポンサーがあり、ＮＨＫはスポンサーがないということだ

が、同じ放送でもＮＨＫはスポンサーから圧力を受けることがなく、同じ公共性と

いってもＮＨＫと民放の公共性は違うと思う。ＮＨＫは特定のスポンサーを考える

必要がなく、国会で予算の審議を受けるにしてもスポンサーとしての関係があるわ

けではない。同じ公共性にしても、６月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全

記録」(総合 後 9:00～9:58)のような番組は民放では作れない。ああいった番組を

作るうえでも、ＮＨＫには民放とは違う意識を持った公共放送として取り組んで

いってほしいという印象を受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  放送法を厳密に読むと何人からも規律されずということで、

政府の言うことであろうが、何であろうが、放送法で定めら

れた中で、自主独立で判断し放送を出しており、それは民放

も同じだ。純粋な法律論では、民放も何人からも規律されず

に自主独立路線を貫かなければいけない。ＮＨＫが自主独立

でいろいろな番組を作っていることは番組審議委員の皆様に

もご理解いただきたい。もしも番組の中で政府寄りというこ

とがあればどんどん指摘していただきたい。本当にバランス

が取れているのか、取れていないのかも指摘していただきた

い。そういうことも常に頭に置きながら取り組んでいくつも

りだ。 

 

○  ５月３０日(土)のＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像 豊かさを

求めて「第１回 “高度成長”何が奇跡だったのか」(総合 後 9:30～10:19)、３

１日(日)の「第２回 “バブル”と“失われた２０年”何が起きていたのか」(総

合 後 9:00～10:25)をかなり期待して見たが、番組としてインパクトが弱かったと

思う。いろいろな角度から取材もされ、光の当て方も的確で、かなり雄弁に映像の

中で語られてはいるのだが、残念ながらスタジオに戻った際に妙に要約されること

がある。番組制作側からすると、ＶＴＲで紹介したことを改めて解説する、要約す

るというサービスをされているのかもしれないが、もともとが大変膨大な情報量、

問題の質であり、簡単に要約はできないと思う。ゲスト２人に要約されると逆にし

らける部分もあった。番組の最後でテーマの今後についてゲストが１５秒ぐらいで
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語るのだが、１５秒で語れる問題ではなく、それがいかにも番組の締めであるかの

ようにされるのはもったいないと思った。今度は外交について取り上げるとのこと

だが、「ＮＨＫスペシャル」の持ち味をもっと生かした番組作りをお願いしたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」は大変興味深かった。沖縄戦がどういうも

のだったのか、残されていた膨大な記録をデータ処理し、それをグラフで示しなが

ら、生き残った地元の人や軍人の証言、米軍のカラーの記録映像や陣中日記などを

うまく組み合わせて描いていた。なぜ住民側の犠牲が拡大したのかをテーマに、説

得力のある番組だったのでないかと思う。衝撃的だったのが「日本でいちばん危な

い仕事をしていたのは民間人だ」という証言だ。パニックに陥って住民を機関銃で

殺害したアメリカの軍人の証言も衝撃的だった。話す本人が途中からおえつを漏ら

したところもその悲惨さを伝える力があったと思う。沖縄は今も米軍基地問題が解

決していないが、背景の一つにあるのは本土や政府と沖縄との間に一種の歴史認識

問題があるからだと思う。本土側、政府は安全保障の観点から論じることが多いが、

沖縄側には重い歴史がどうしてもあると思う。外国との歴史認識問題だけではなく、

国内での歴史認識問題も根深い場合があり、そういった歴史認識問題を解きほぐす

のに重要な番組ではないかと思った。「ＮＨＫスペシャル」はよく計算された感じ

がいつもするが、ある意味で堪えがたいほどの悲惨な映像も取り込んでいた。少年

の遺体だけではなく、精神に異常をきたした米兵の様子、民間人と思われる人たち

が銃撃を受けている様子など、かなり重い内容だったが、よい番組だったと思う。

またこういった番組を制作していってほしいと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」は感動した。ＮＨＫしかできないことだと

思った。県民８万人がどこで亡くなったかをデータ化し、ＣＧで日付別に亡くなっ

た人数を表現するというのはこれまでの沖縄報道ではなかったような気がする。あ

のデータ分析があるから一つ一つの映像に説得力が出てきたと思う。８万人のデー

タを打ち込むというのは相当な手間であり、ＮＨＫがしかるべき潜在的な力を生か

した仕事だと思った。アメリカの映像も全部見たうえで編集したということで、説

得力のある映像がたくさんあった。優れていたのは思想があることだ。沖縄戦がど

ういう意味づけだったのか、本土の防衛のために、少しでも時間稼ぎのための手段

であったということは歴史の事実としてあると思うが、改めていろいろな資料と証

言によって浮き彫りにしていたと思う。ナレーションもよかった。男性のナレー

ションに女性のナレーションがところどころで入ってくるというのは、普通だとし

らける感じがあるが、この番組ではとても合っていた。また、映像の演出もよく、

北海道に住む元軍人の証言のところでは、ウマの目をずっと映しており効果的だっ

たと思うし、沖縄で島民が逃げ込んだガマを映す際には、夜の山の間に見える星を
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映すなど、行き届いた演出という感じがした。 

○  ＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」はＮＨＫらしいすばらしい番組だった。よ

くあそこまで映像を出してくれたと感動した。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」を見た。感想については割愛するが、“予

告編”を見せていただいた感じなので、これから８月１５日に向けて、“続編”に

も大いに期待している。 

 

○  ６月１３日(土)の週刊 ニュース深読み「稼ぐ力に注目！！景気のカギは中小企

業」では事業を新たに興す人を取り上げており、都内で廃校を使って企業支援して

いる、いろいろなアドバイスをしているという話はよかったと思う。番組の中やツ

イッター等で「日本は再起不能な社会で、再起できる社会ならよいのに」とか「お

金を借りる方策をいろいろアドバイスしている」という話があったが、本来会社を

起業するときにはお金を借りてするべきではないと思う。お金を借り、もし倒産し

てしまったら、返済するために再起不能になってしまう。初めて会社をつくるとき

には資本金を集めるべきで、そこに話が及んでいなかった。日本にはエンジェル税

制という、創業を支援するすばらしい税制がある。2008 年に拡充された税制であ

まり知られておらず、どこかで取り上げるときに触れてくれればと思う。また、ベン

チャー企業こそ社外取締役に入ってもらったらよいのでないかと思う。経営経験の

あるＯＢは世の中にたくさんいる。そういう人たちが経営を支援することで事業は

成功するということも取り上げてもらえるとよいと思う。 

 

○  ６月１４日(日）に安保法制関係で国会を取り巻くデモがあった。主催者発表で

２万 5,000 人というかなり大がかりなデモだったが、その日の「ＮＨＫニュース７」

では取り上げられていなかったと思う。アメリカのデモについて取り上げていたが、

なぜ国内のデモについて取り上げなかったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  国会を取り巻くデモ、反対運動は随時いろいろな形で取り

上げている。賛成論、反対論、さまざまな角度から安保法制

についても伝えている。ニュースの時間に何を取り上げるか

はそのときに判断をしているが、６月１４日は日曜日という

こともあり、関連した動きは、日曜討論「白熱する国会 安

保法案・年金情報流出」で取り上げ、昼のニュースでも内容

について伝えた。夜８時４５分の「ニュース・気象情報」で

は「各地で反対運動」というニュースの中で、国会周辺での
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大きなデモの様子を伝えている。デモを取り上げないという

ことではない。安保法制については反対論もかなり根強く

あって、反対運動もかなり行われているので、随時取り上げ

ていく。 

 

○  国会周辺のデモの件について、「当日は日曜でそれに対応する動きがなかったた

め、これだけを報ずることは控えた」みたいなことを言われたように聞こえた。そ

れはこれからも起きることだ。対応するものがほかになければ報じないということ

が番組編成の基本だとしたら間違っていると思う。そういう意味のバランスでは決

してないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  夜８時４５分の「ニュース・気象情報」では単独でその

ニュースだけを伝えている。だいたい一つの塊のようなこと

で伝えることが多いので、そういう意味で申し上げた。ほか

にバランスを取るものがないから使わなかったという意味で

はない。 

 

○  「首都圏ネットワーク」で「ストップ詐欺被害！私はだまされない」のコーナー

を放送している。特に年金情報が漏れた後で、詐欺被害も出ているようだし、夕方

のお年寄りが見ている時間帯に継続して伝えることは意義のあることだと感心し

た。 

 

○  ６月３日(水)のガールズクラフト「ＯＮＬＹ ＯＮＥに輝く！イニシャルアンブ

レラ」を子どもと一緒に見た。古くなった傘をリメイクして使うという内容で、梅

雨の時期ならではで、すごくかわいらしくもあり、楽しい番組だった。司会のニコ

ルさんもすごくかわいいが、番組のＣＧの背景がかわいらしく、子どももすぐに一

緒に作りたいと思うようだ。番組では視聴者からの投稿作品が紹介されることが多

く、材料が手に入りやすく、ウェブサイトに作り方の動画が丁寧に掲載されていて、

全体的に割と短いプロセスでかわいいものができるため、達成感がある。すてきな

番組なのでこれからも楽しみにしている。 

 

○  ６月１３日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「松岡修造×茂木

健一郎～脳と身体と心のカンケイ～」は、２人の掛け合いがなかなか見事で、お互

いがその場で出し合う個性も楽しかった。テニスについての話も大変参考になり、

楽しい番組だった。この番組は、人の組み合わせによって相当差が出ると思うが、
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うまく当てはまるときはおもしろい。 

○  ５月８日(金)の「テレサ・テン 歌声は永遠に～没後２０年・アジアをつないだ

魂をたずねて～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～10:59)を見た。「時の流れに身をまかせ」

の「もしもあなたと逢えずにいたら わたしは何をしてたでしょうか」の「あなた」

とは歌を指しており、そう思って歌を聴き直すとすごいことだと思った。それぞれ

の人が一生懸命にやりたいものを見つけ、死んでもよいぐらいに取り組むというこ

とはすばらしいと思った。 

 

○  ５月３０日（土）の夜８時過ぎに大きな地震があり、都内のビルのエレベーター

が 1,000 台ほど運転を停止した。六本木ヒルズはいつも話題になるが、ＮＨＫでは

ヘリコプターを飛ばして報道し、２時間もエレベーターが停止したと民放と同様に

批判的に伝えていたが、安全確保のためにエレベーターを停止し確認しているので

あり、非常時に落ち着いて安全確認をしている人たちを批判する報道はよくないの

ではないか。東京一極集中で、高層ビルも密度が大変高いビルが建っているが、こ

れからは何かあったときに逃げ出すことではなく、安全が確認されるまで、そこに

とどまることのほうが大事だという時代になっている。東京ディズニーランドでは

東日本大震災のときに観光客をその場にとどめ、慌てて帰らせないようにしたこと

がよかったと言われている。安全確保の行動を批判するのはよくないと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ヘリコプターを飛ばしたのは六本木ヒルズでエレベーター

が止まったからではなく、都内のかなりの部分で揺れたので

被害を確認するためだった。ご指摘のとおり、安全確保には

一定程度の時間がかかるのは当然のことであり、それを無視

し、とにかく避難させればよいわけではないことは確かだ。

時間がかかったことを批判的に伝えたつもりはなく、都会で

の大地震ということでさまざまな影響が出るということを伝

えたかった。山手線も止まり、安全確認に長い時間がかかり、

混雑したことを地震の要素として伝えた。委員の指摘も踏ま

え、今後はそういうこともきちんと伝える姿勢でのぞみたい。 

 

○  ５月３０日(土）の地震でエレベーターがあれだけ止まることはゆゆしきことだ

と思うが、われわれはそういったことをすぐ忘れてしまう。エレベーターの問題だ

けではなく、都市型大地震災害の場合はどういった問題が起きるのか、首都直下型

地震をある程度念頭に置いて、公共放送にしかできない、警鐘を鳴らすような番組

を作ってほしい。 
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ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年５月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

５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、

１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について説明があっ

たあと、放送番組の種別および種別ごとの放送時間（平成２６年１０月～２７年３

月分）について説明があった。続いて、所さん！大変ですよ「“ぐるぐる”病院の謎」

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  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  小林いずみ（前世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官） 

   委 員      有森 裕子（元マラソンランナー） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         小田  尚（読売新聞東京本社専務取締役論説担当） 

鎌田  實（諏訪中央病院名誉院長） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         東儀 秀樹（雅楽師） 

         永田 紗戀（書家／花咲く書道 Studio Saren.Nagata 主宰） 

        谷口  肇（全国農業協同組合中央会専務理事） 

        和田  章（東京工業大学名誉教授） 

        

 
 

（主な発言） 

 

＜放送番組の種別および種別ごとの放送時間（平成２６年１０月～２７年３月分）について＞ 

 

○  総合テレビで放送している報道ジャンルについて、目標値を２０％以上としてい

るが実際は毎回５０％程度であり、違和感を覚える。今後、比率の目標値を設定す

る際、実態に合わせた目標設定をしたほうがよいのではないか。 

  それぞれ目標は達成されている。今後も調和のとれた放送になるよう努めてほし

い。 
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＜所さん！大変ですよ「“ぐるぐる”病院の謎」（総合 ４月２３日(木)放送） 

について＞ 

 

○  論文を書くにしても、内容には起承転結があるが、問題だけを伝え、解決策につ

いて言わないという変わった番組だと思った。世の中には問題が多くあるが、解決

策を言わなければ番組を作るのはだいぶ楽だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  解決策に関しては今も取材を続けている。可能であれば次

の展開も考えたい。 

 

○  興味深く番組を見て、病院で大変なことが起こっているという問題提起だと思っ

たが、ゲストの方々のコメントが、逆に大変ではないというような、問題を和らげ

るような内容だった。そしてさらに掘り下げた内容について、病院側の意見が紹介

され、それで終わってしまったという印象だ。大変な問題だということだけが印象

に残った感じで、まさに所ジョージさんが「この問題はちゃんとした番組でやった

ほうがいいんじゃないの？」とコメントしていたとおりだと思う。番組で取り上げ

ていた内容は、これからの社会にとって重要だと最初に思ったが、大変軽く扱われ

たまま終わっていた。短い時間で大切な内容を取り上げると、見ていて不安に思っ

てしまう。番組の中で結論づけないとしたら、例えば特番でもっと掘り下げるとい

うコメントがあれば安心できる。その辺りが気がかりだった。私たちは病院にかか

る立場であり、生活保護を受けないにしても病院に行くことを不安に感じた。早め

に次の展開、もっと掘り下げた内容の番組が見たい。 

 

○  この問題についてどうしていくべきか、今後を考えられる程度の情報を知りた

かった。所さんが「この問題はちゃんとした番組でやったほうがいいんじゃない

の？」とコメントしていたが、私も同感だった。番組の演出で不快に感じたのは、

“ぐるぐる”が何を意味しているかを早く説明しなかったことだ。“ぐるぐる”と

いえば“たらい回し”のことだろうと分かる。知ったときの驚き、感動が何もない

ようなことに時間をかけるのはＮＨＫらしくないと思う。 

  どうするべきかという結論に至らないのであればスタジオ部分は必要ないので

はと思ったし、視聴者に対して問題提起をするだけであれば、ドキュメントとして

淡々と取り上げてほしかった。 

  吉田鋼太郎さんがナレーションをしており「鋼太郎のちょっと大変ですよ」とい

うコーナーで、吉田さんを顔出しで紹介していたが、必要性を感じなかった。吉田

さんの強いキャラクターが頭をよぎってしまい、劇的な、作りすぎた演出が気にな
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り、違和感を覚えた。ＮＨＫのアナウンサーが淡々とナレーションを付けたほうが

切実な感じ、まじめに作っている感じがするのではないか。 

   

○  非常に重要で深い問題が３つあると思う。１つ目は病院経営の問題、２つ目は重

い病を抱え、高齢で、生活保護を受けざるをえない方々の悲しみの問題、３つ目は

社会保障費をどう使うかという問題だ。この３つはしっかり取り上げてほしい問題

で、それに気付かせる糸口として、番組で注意喚起したのかもしれないし、ＮＨＫ

ならではの取材だったとは思う。しかし、問題が軽く扱われていて、ゲストは問題

と関係のないことをコメントし、時には笑い声を立てるなど、後味が悪かった。“ぐ

るぐる”される生活保護の高齢者の方の気持ちを思うと、私がゲストだったら笑い

声など立てられない。また、アナウンサーが「税金を使う」と何度も言って、生活

保護の方には税金が大変かかると印象づける説明をしていた。社会保障は税金を使

用するものだ。医療、年金、介護、子育てもそうだが、税金を使うことが問題では

なく、税金をどう適切に使うか、使い方が問題だ。短い時間のため、その辺りの切

り分けが難しかったのかもしれないが、丁寧な説明が欲しかった。問題提起として

は重要なことだと思う。違う番組でしっかり取り上げてもらうことを希望する。 

 

（ＮＨＫ側） 

  可能な限り、今後も取材していきたい。演出に関しては制

作現場で議論をしていきたいと思う。 

 

○  ３か月で転院しなければならないということはよく聞く話だが、今回の番組で紹

介されたように、もっと短期間で“ぐるぐる”されていることは初めて知った。そ

のからくりもきちんと説明されていてよかった。生活保護受給者を食いものにして

いる悪質な病院、一つの病院を核としてネットワークを作り、正しく税金が使われ

ていない実態、患者を患者として見ずに一つの駒のように考え、“ぐるぐる”させ

ている状況が伝わってきた。一方、問題を片方からしか見ていないことが消化不良

だった。１０年間に７０回も転院した人が存在しているということは、昔からそう

いう実態があったということだ。生活保護受給者と近い自治体、社会福祉関係者が

この実態について知らないのかと疑問に思い、そちらの面からの取材も重要だと

思った。厚生労働省が動き始めたということだが、１０年間も実態があるのに今ご

ろかと思った。実態の見えない“ぐるぐる”病院という形で、病院だけが悪者にさ

れていたような気もする。問題の全体を見ると自治体の責任も大きいと感じるし、

そういった違う角度からも取材してもらい、報道してもらえると生きるための参考

になるのでないかと思う。 
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○  私は「“ぐるぐる”病院の謎」しか見ていないが、過去に拳銃の問題も取り上げ

たと聞いた。この番組はかなりシリアスな問題を取り上げる番組なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  シリアスなテーマを取り上げることもある。遺品拳銃につ

いて取り上げた回は、亡くなった人が所持していた拳銃が自

宅から相次いで押収されているということが地方新聞に多く

掲載されたことをきっかけに調査したものだ。 

 

○  所さんが進行役だが、今回の問題には全く合わないと思う。所さんは見ていて楽

しい番組に合うキャラクターだと思う。視聴率を上げるために所さんのようなキャ

ラクターを起用し、実は深刻な内容だったとなると、見ている側もどう捉えてよい

のか、どこで相づちを打てばよいのか、笑ってよいところなのかが分からず、ぎく

しゃくしたものを感じるのではないか。シリアスな内容ではなく、世間で起きてい

ることに対して、不思議でおもしろいと紹介する番組にしたほうがよいのではない

か。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ４月３０日(木)に放送したものは「文房具“爆買い”騒動

の謎」で、白いチョークの“爆買い”が始まっているという

話だった。愛知県のチョークメーカーが廃業することになっ

たのだが、大変品質の高いチョークだったので、韓国を始め

最終的にはアメリカの数学学会が１トン以上のチョークを

“爆買い”していたという話だ。数学の世界ではチョークを

使ってものを考えることがポピュラーで、このチョークがな

いと難問が解けないという情報を伝えた。チョークの裏側に

そんな世界があったのかということを見せるもので、スタジ

オも楽しく展開した。 

 

○  「シリアスではない回もあるからよい」ということではなく、「シリアスな話題

を取り上げない」番組でよいのでないかという話だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  “シリアスなテーマを取り上げない”とは言えない。ただ

シリアスではない回も多い。５月１４日(木)の「世にも不思

議な“えんぴつ物語”」もそういうタッチだ。ＨＢの鉛筆を最
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近見ない、小学校で使われていないという話だ。 

 

○  そういう直球のテーマで制作していってほしい。 

 

○  この番組は、誰を対象とした、どういうカテゴリーの番組なのか。取り上げる内

容が激しく違うようだ。恐らく大人が見ると物足りない終わり方だが、子どもたち

が見るといろいろ考えられる内容なのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  社会的な事象を紹介する番組で、今までＮＨＫの情報番組

などをなかなか見てくれなかった層に見てほしいという思い

で作っている。これまでと比べると、１０代、３０代、４０

代からよく見られている。 

 

○  今回取り上げたような問題について、ネットワークのようなものがあることは初

めて知った。このネットワークをよく見つけたと思う。地域で限られた病院のベッ

ドをいかにまんべんなく使うか、病院関係者はベッドの回転率や稼働率を大変気に

している。それを悪用し、いかにも回転しているように見せている閉じられたサー

クルがあるということが、この番組で分かった。 

  私はＮＨＫで放送する番組がすべて一色になる必要はないと思う。１０代から３

０代など「クローズアップ現代」を見てくれない人たちが、こういう番組を見て、

そこで日本にとって大事なことが語られ、大きな問題があると気がついたときに

「ＮＨＫスペシャル」などで取り上げられればよい。医療関係者も努力はしている

が、悪いものは何とかしなくてはならず、その入り口としてこのような番組があっ

てもよい。所さんが「この問題はちゃんとした番組でやったほうがいいんじゃない

の？」と正直に言ったことも含め、よい番組だったのでないかと思う。応援してい

きたい。 

 

○  私も応援したい。４月１６日(木)の「恐怖！ヤギ襲撃事件」はよかったが、「“ぐ

るぐる”病院の謎」は足りなかった面もあるのではないかと思う。厚生労働省など

の実態調査は進んでいる感じもしたが、なぜ病院の名前を公表しないのか、福祉事

務所は何をしているのか、診療報酬が下がる直前で患者を転院させているという話

であれば、個々の患者の実態によっては入院期間を延ばせるような報酬体系にでき

ないのかなど、いろいろ考えさせられた。社会的な問題意識を深める入り口として

よい番組だと思う。「考えるカラス～科学の考え方～」もそうだが、問題を指摘し、

答えは言わず、あとは自分で考えてほしいという番組だと思う。この番組もそうい
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うスキームの番組なのではないか。番組を見て、いろいろ意見を言いたくなるし、

もっと見せてほしいという感じがよい。「恐怖！ヤギ襲撃事件」では、都会の人が

赤城山の麓にイヌを捨てに行くということに大変考えさせられた。何のためにイヌ

を飼ったのか。イヌが野生化し、地元の人たちが危険におびえ、困難な目に遭って

いることが分かり、問題を知る入り口としてよい番組だった。 

 

○  私はおもしろく感じた。ファクト(事実)の発掘という意味で優れている。転院の

問題は、周知の事実かと思ったが、医療関係者の世界でもあまり知られていないと

いう話だ。北関東の病院間でトレードを行うシンジケートができているという事実

も発掘されていた。取材はするが、それ以上は突っ込まないような感じもあったが、

それはまた別の番組で取材すればよいと思う。産婦人科の話もあったが、これも一

つの発見だった。少子化で産婦人科にはいろいろな問題がある中で、生活保護受給

者を受け入れているという事実の発掘として申し分ない番組だった。コメンテー

ターの「アメリカではだれも面倒を見てくれないからうらやましい」という話は本

当なのか分からないが、そういう見方があってもよい気がした。４月３０日(木)

の「文房具“爆買い”騒動の謎」の回は、家族が見ていて、「とてもおもしろい番

組がある」と言っていた。力のある日本企業がチョークの生産をやめざるを得なく

なり、韓国の企業が買い取って世界に向けて売っていくというものだ。チョークと

いう身近な物が、数学の世界では大変重要なものであったことなど、意外なことが

いくつも知り得たとのことだった。 

 

○  「所さん！大変ですよ」というタイトルが問題ではないか。「所さん！ファクト

発見ですよ」程度ならば事実を知る、起こっていることを知る番組というトーンで

見られる。「大変ですよ」と言うと、問題に対して解決しなければいけないという

感覚を持ちながら見てしまうのではないか。 

 

○  番組審議委員の間でも意見が多様ということがよく分かった。問題提起を行う番

組としては、気が付かない事柄を取り上げておりよかったと思う。今回のように深

刻な問題のときには「これからも取材をしていきたい」と最後に言ってくれると、

「ＮＨＫはまた取材をしてくれる」と思わせてくれたと思う。社会に対して問題提

起をすることは報道番組にとって重要なことだ。以前、病院の“たらい回し”の問

題が取り上げられた際に、患者がいるのに病院が“たらい回し”する背景に、病院

の勤務医は本当に忙しく、これでは勤務医がもたないという問題提起があり、病院

の医療費の改定などに結びついたことがある。内容によって、おもしろかったで終

わるときがあってもよいが、「もう少し聞きたい、知りたい」と思うような内容の

ときはひと言入れてくれるとよいと思う。 
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  番組のタイトルについては、「所さん！大変ですよ」というタイトルでないと視

聴者は見ないのではないかと思うが、途中で「所さん！大変ですよ」と何回も出て

くるのは、少しくどいと感じた。 

  賛否両論ではあったが、応援演説だと思ってさらによくしていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫの視聴者も多種多様だ。ある問題について賛成や反

対などいろいろ違う意見があるが、ＮＨＫは事実を提供し、

問題提起をし、結論は視聴者の皆さんに考えていただくとい

うことが基本スタンスであり、放送法にのっとったＮＨＫの

方針だ。ご理解をお願いしたい。 

 

  自治体や福祉事務所、厚生労働省などに対して取材をして

いないわけではなく、取材した段階では、番組で伝えられる

ところまで自治体などの対応が進んでいなかったということ

だ。取材が進めばまた別の番組で取り上げることも可能だと

思う。取材せずに片面だけの情報だけで制作しているわけで

はないので、そこはご理解いただきたい。 

 

○  私には知らないことばかりだった。「クローズアップ現代」よりこういう番組の

ほうが見やすいという感想を持った。こういった問題はまず知ることが大事だと思

う。子育てをしている世代では、「クローズアップ現代」は生活時間的に見づらい。

今回の「所さん！大変ですよ」は、家族で一緒に見たが、番組の演出的にも子ども

にも見やすかったようだ。 

  一方、ゲストのコメンテーターの話には違和感を覚えた。所さんのナチュラルな

コメントと、専門家のコメントがあれば、所さんのより柔らかい感じが大変生きる

見やすい番組になると思う。 

 

○  おもしろかった。いろいろな方が社会の問題を知る一つの切り口としてはよいの

でないかと思った。２５分の番組であり、そもそも深くいろいろなことを見ていく

番組ではないだろうと思う。視聴しながら、知りたいことがいくつか出てきた。た

とえば中核的な病院が衰退するのはなぜか、診療報酬が変わったせいなのか。産婦

人科が産婦人科以外を担当しているのはなぜか、子どもを産む人の数が少ないから

なのか。お産ができずに困っている人もいるのに、福島で昔起きた事件の影響なの

か、などだ。その番組の中で完結できないテーマのときは、番組の最後に、提示さ

れた問題のまとめをしてもらえると深掘りする番組がまたあるのかという期待に
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つながると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  貴重なご意見をありがとうございました。今も、番組スタッ

フは皆、懸命に事件や出来事を探し取材している。またご覧

いただけたらと思う。よろしくお願いいたします。 

 

○  生活保護を受けていて病気になった人が頻繁に入退院を繰り返すことを強いられ

る問題は、昨年からメディアでも取り上げられていた。しかし、実際にそうした目に

遭った人から直接取材した例はあまりなかったと思う。その点で、興味深い番組だっ

た。番組では後半、ひとつの病院が中心になって転院ネットワークを組織していたこ

とを暴いていた。これも、問題の根の深さを理解する上で重要な取材だったと思う。

他方、所さん自身が「ちゃんとした番組でやった方がいいんじゃないの」と指摘して

いたように、扱いが軽いという印象を持った。たとえば、冒頭近くで「ぐるぐる」の

意味について、漫画のパネルを使ってあまり意味のない寄り道をしていたが、あれは

不要だったのではないか。また、３人のコメンテーターが問題の本質をきちんと把握

できないままに発言している感じが否めなかった。「お一人様女子の健康不安」とか

「アメリカの過重な医療費負担」とか「孤独にならないためにはぐるぐるもいいかも」

あるいは「稲作文化セオリー」など。そのたびに所さんがうまく軌道修正していたの

でなんとか救われたが、焦点がぼけてしまっていた。取材が浅いわけではないと思う。

当事者としてたらい回しされた患者だけでなく、病院関係者などにも取材できており、

データはしっかり抑えているようだった。しかし、ここまで突っ込んだルポを見せら

れると、政府はこの問題をどう把握しているのか、あるいは、医療関係者などから改

善策についての提言がすでにあるのかないのか、この慣行が今も広がり続けているの

かどうか、など新たな疑問が次々出てくる。おそらく取材チームはそのあたりも抑え

ていると思うが、十分に紹介する時間が足りなかったのだとすれば残念だ。シリアス

なテーマを軽いタッチで報じるというスタイルはあっていいと思うが、今回について

は、それがうまくかみ合っていなかったように思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告書をいち早く送ってもらい感謝し

ている。４月２８日(火）の検証番組「『クローズアップ現代』報道に関する調査報

告書」についても視聴した。調査報告書の内容の説明、記者会見の内容どちらもＮ

ＨＫがきれいなことばでまとめているという印象がとても強い。調査報告について
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の記者会見の中で２人の記者から「過剰な演出とあるが、普通の視聴者感覚からす

れば、言い方が違うだけでやらせと言ってもよいのではないか」「ＮＨＫが言って

いることと視聴者が見た印象は違う。それでもやらせと認定しないのは結論ありき

だったのでは？」という指摘があった。それがまさに普通の感覚であると思う。Ｎ

ＨＫの説明は、言い訳をきれいなことばで言うことに終始していると感じる。残念

ながら２人の記者からの質問に対する正面からの回答はなかった。「過剰な演出で

あり、やらせは行っていない」と判断されたことには納得がいかない。私も報道関

係者からいろいろなコメントを求められるが、ＮＨＫに限らず、テレビ局はいつも

画が欲しいと言う。「新聞ではないので画にならないと番組にならない」「画で訴

えたほうがより印象的な場面が作れる」というようなことを言う。画を作るという

のは演出の範ちゅうだと思うが、そういった演出の感覚がだんだんとまひし、過剰

になる。それはやらせと紙一重であって、大変大きな問題だと思っていたが、今回

もはっきりしなかった。どこまでが過剰な演出で、どこからがやらせなのか、そこ

が全く見えないままにＮＨＫとしてこのように判断したというのは違うのでない

かと思う。原点に戻り、真実を伝えるという報道のあり方を真摯(しんし)に考えて

ほしい。心から強く望む。 

 

○  「クローズアップ現代」の問題はかなり深刻だと思う。ＮＨＫのやらせに対する

定義が狭すぎるのでないかという気がする。今回の件も「ねつ造ではないのでやら

せではない」ということだが、打ち合わせをし、こういう進行でいきましょうと確

認しあうだけでやらせではないかと思う。今後ずっとこの問題でやらせではないと

本当に言い切れるのか伺いたい。ＮＨＫで働く人たちは皆そういう感覚なのかと心

配になり、ＮＨＫにいる知人、友人に聞いてみたが、「あれはやらせだ。どんどん

批判してくれ」という言い方をされた。その点についてＮＨＫの内部でそういう声

が上がっているのだろうか。もし上がっておらず、外部の批判を求めるということ

であれば不健全だと思う。報告書の１９ページにもあるが、担当した記者が「よろ

しくお願いします」と相手に言ったことが調査の中で判明している。実際の番組を

見ても、相談している人が入ってくる場面は不自然な感じがするのに、なぜ上司、

デスクのチェックがうまく機能しなかったのかも大きな問題をはらんでいる。今の

ところ担当者の処分としては停職となっているそうだが、外部の人と取材を巡って

トラブルを起こし、信頼を失うケースは新聞社でもあり、その場合は人事異動で外

部の人とタッチしない部署に異動させる。今回のケースはＮＨＫとして処分をして

いるのだろうが、今後該当の担当者をどういう部署に異動させるつもりなのかも伺

いたい。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  ＮＨＫ内部の声を聞いているかということについては、調

査報告書の中にも記載しているが、今後二度とこうしたこと

が起きないようにするために、５月の大型連休明けから、今

回の調査に関わった担当者たちが、ＮＨＫ本部の放送に関わ

るすべての部署をはじめ全国を回って勉強会を始めている。

先週、私も水戸放送局に行って、現場の若い記者、ディレク

ター、編集マン、カメラマンなどと２時間余り話をしてきた。

水戸放送局では「あれはやらせだと思う」と率直に言う職員

もいた。ＮＨＫの放送ガイドラインに書いているやらせの定

義に照らし報告をしているが、いろいろな意見があることも

含め、きちんと受け止め、二度とこうしたことが起こらない

ように再発防止策をできるだけ早くまとめたいと考えている。 

  なぜ問題を共有できなかったのか、分かっていれば未然に

防げたのではないかということについては、ご指摘のとおり

だと思う。報告書でも論じているが、放送局が番組を作る際

には、新聞などの活字メディアとは違い、撮影、音声、編集

などの工程を経る。したがって、記者が自分で取材してきた

ことがそのまま記事になるのとは違い、何人かの共同作業で

番組になる。編集マンは素材を一から見るのが当然だし、カ

メラマンもディレクターも取材に立ち会うので、通常であれ

ばおかしいのでないかという声が上がるべきだった。今回は

最初の設定のところの記者の説明に、事実ではない部分があ

り、その間違った前提の下で編集、制作が行われたことが問

題だった。情報を共有し、おかしなことには声を上げる必要

があり、そういうことに消極的になってはいけないという内

容で再発防止策をまとめている最中だ。 

 

  人事異動の件については、個別の異動に関わることであり、

公の場で申し上げることは控えさせていただきたい。 

 

  記者会見でも広義の意味でやらせではないかという質問を

受けた。ＮＨＫの放送ガイドラインに照らした報告書だが、

質問のような大変厳しい意見があることは十分に承知してい

る。そういうことが二度と起きないように今後再発防止策を

きちんとまとめ、たとえば取材をしたときに内容を共有する

こと、今回のような匿名のインタビューを番組で使うときに
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は内容について関係者でチェックすること、最終的に放送前

の試写をする段階で当事者だけではなく、局内の第三者的な

立場の人間がチェックすること、そもそものジャーナリスト

としての教育をさらに徹底することなどについて、再発防止

策をまとめ、それに基づいて二度と起きないように進める。

再発防止策がまとまった段階で報告させていただきたい。 

 

○  再発防止をどうしたらよいのかと考えると、「クローズアップ現代」の問題は常

態化しているのではないかと気になる。宗教法人を利用した詐欺があったこと、宗

教法人がピンチであることの二つの柱だけでも十分にすばらしいリポートになっ

たと思う。それなのに取って付けたような無理をしている。ブローカーの存在がな

くても、宗教法人を利用した詐欺があったことは事実であり、その事実だけでよい

のに、ブローカーをでっち上げざるをえなかったことについて、潔く、自らに厳し

い調査結果にするべきだと思う。一時的な総括を自分たちで出したわけだが、身び

いきしたような総括になっているのでないか。これからのＮＨＫのことを考えたと

きに、一度厳しく自らを律し、ＮＨＫはほかの放送局よりも厳しく対応しているこ

とを見せることは、日本の放送界をよくしていくうえでも大事なことではないかと

思う。どうしても納得できないことが３つある。１つ目はブローカーの裏付けがな

いにもかかわらず、なぜブローカーと言ってしまったのかということだ。２つ目は

先にブローカーに会って、それから多重債務者と会ったように見せているが、実は

多重債務者とは８年程前から付き合いがあり、先に会っているということだ。視聴

者を錯覚させるような形になっているのではないか。３つ目は隣のビルから撮影し

ているが、いかにも大変な秘密の場面を撮っているように見せようとしていること

だ。複数のチェックが入っているにもかかわらず放送されたことは、劇的に撮るこ

とをよしとしている空気があったのでないか。複数でチェックできなかったという

ことは、ほかでもそういうことがあって、そのほうが劇的で、若い人たちにそう撮

らないと視聴率が上がらないと思わせてしまっている何かがあるのではないか。私

たちはＮＨＫを高く信頼している。ＮＨＫの番組だったら間違いないだろうと今で

も思っている。人間誰でも間違いはあるわけだが、間違ったときには二度としない

ためにどうすればよいのか、何となくあいまいなまま終えないことだ。今の３つの

点に明確に答えられ、大丈夫ならばよいが、何となく言いくるめ、自分たちで理由

づけをし、やらせはなかったとしないほうがよいのではないか。ＮＨＫの応援団と

しては、逆の手を取ったほうが国民に信頼されるのでないかという気がした。 

 

（ＮＨＫ側） 

  実際の事件について説明するだけで十分だったのではない
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かという点については、調査委員会でも全く同じ意見だった。

一般性、汎用性を持たせるために無理にシーンを広げなくて

も、事実があればそれをきちんと提示するだけで、しかも冷

静に提示するだけで十分に伝わっただろうという点について

は、われわれもそのとおりだと考えている。演出の部分でブ

ローカーの裏付けがないまま、なぜ放送してしまったのかに

ついては、番組の中でより一般的に出家詐欺が広がっている

という構成に合ったインタビューややりとりを撮りたいとい

う思いが優先されてしまったからだ。せっかくブローカーと

いう人に会ったのであれば、ブローカーという人をもっと取

材し、そこで新たな事実をつかもうとするのが本当のジャー

ナリストではないかと思う。取材の目的がどこかで違ってし

まっていたのでないか。そもそも多重債務者と前々から知り

合いであったのに、いかにもブローカーと紹介した人のとこ

ろに多重債務者がやってきたという設定で編集していること

については、記者が匿名で取り上げた二人の身分を秘匿する

目的もあったが、実際とは違う取材過程を取材チームで共有

した中で起きてしまった。これは放送ガイドラインに抵触す

ることだ。また、隣のビルから隠し撮りをしたように、大仰

に見せる必要はないだろうというのもご指摘のとおりだ。そ

ういう部分は過剰な演出だとわれわれは報告したが、あれこ

そまさにやらせだという批判があることも十分に承知してい

る。それら一つひとつは、放送ガイドラインにいずれも抵触

する問題であり、しかもそのような制作に対する考え方や風

土が、もしもＮＨＫの中で広がっているということであれば

ゆゆしきことだ。すべての放送局を回り、放送現場の人間と

しっかりと話をし、ＮＨＫに求められていること、ＮＨＫが

視聴者にきちんと信頼されるための放送とはどういうものか

を一からもう一度話し合おうということで進めている。いろ

いろな批判をいただくことは当然のことだと考えているが、

今回の件を重く受け止め、二度と起きないように、放送に携

わる一人ひとりが今回の問題、課題を共有するところが重要

だと考え、策を進めていく。 

 

○  「クローズアップ現代」問題については、私はそれほど大変な問題とは思ってい

なかった。調査報告書を見る限り、ＮＨＫはきちんと委員会を作り、調査をして、
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再発防止措置も出していると思っていたが、各委員からの厳しい意見を聞いて、な

かなか大変なことなのだなと思った。私は番組審議委員を３年近く務めているが、

今日ほど問題に向き合って番組審議会としての機能を果たし、やりとりをしている

のは初めてだ。問題となっている番組を見て、改めてこの問題について考えさせて

ほしいと思う。今後、再発防止などのいろいろな議論が進むと思う。報道の傍らに

いる者としてもやらせだったのかどうか、どう見たらよいのかを考え直させてもら

い、意見があれば申し上げたい。 

 

○  委員の方々から出た意見はいずれも的確だったと思う。一方、検証番組を放送し

たこと、ＮＨＫの説明内容も的確だったと思う。しかし、ブローカーや多重債務者

との関係のところは、聞き取り調査をした結果いろいろ食い違う点があるようだが、

少なくとも隠し撮りのような形で放送したのに、実は隠し撮りではなかったと言う

のはＮＨＫとしてよくないと思う。過去にも麻薬の問題などで同様の隠し撮り映像

のようなものが放送されているが、「あれは事実だったのか」と感じてしまう。過

剰な演出については、事実がまずあって、その場面を撮影する際に言い方を変えて

ほしいということはあるとしても、今回のように、隠し撮りではないのに隠し撮り

のように放送し、記者だけではなく、カメラマン、ディレクターも関わっていたは

ずなのに、内部で問題にならないことは大きな問題だと思う。ＮＨＫの報道は事実

を伝えているとみんなが信頼しているところで、事実でないことを伝えてしまった

ことは大変残念だ。やらせの定義に当たるかどうか、放送ガイドラインに照らして

どうかということよりも、視聴者から見て事実でないことを放送してしまったこと

への反省が重要だ。「『クローズアップ現代』報道に関する調査報告書」の番組の

最後で国谷裕子キャスターが残念だったと話したこと、国谷キャスター自身が反省

を示したことはよかったと思う。起きた後の調査についてはいろいろ取り組んでく

れたと思うし、二度と起きないように再発防止策の実施と視聴者の信頼を勝ち得る

ような形での報道をお願いしたい。 

 

○  ５月９日(土)のＮＨＫスペシャル「総理秘書官が見た沖縄返還～発掘資料が語る

内幕～」を見た。当時の佐藤栄作首相の秘書官だった楠田實さんの存在は私も知っ

ており、何か残されていていずれ表に出るのでないかという話はうすうす聞いてい

た。参考になることが多数あり、こういう形で番組が制作されたことに感謝したい。

沖縄や安保法制の問題がある今、番組が放送されたタイミングもよかった。安全保

障や日米安保における沖縄の問題については、さまざまな証言が残されており、ジ

グソーパズルのように、ピースを埋めていっている作業状況だが、今回の番組は残

された空白の部分をいくつか埋めてもらったという印象がある。番組の中で私が驚

いた点がいくつかある。佐藤さんが、総理大臣として沖縄返還がなければ日本の戦
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後は終わらないということを政治的なテーマに挙げたわけだが、そもそも楠田さん

の進言もあり、そういう方向に向かったという話や、佐藤さんが沖縄で演説した際

の演説文に、アメリカ側からの注文で、アメリカの沖縄基地が重要な役割を果たし

ているという文を添えたという事実、また、基地での核を巡る攻防の中で、アメリ

カの腹の中を知るために、ハーリー・カーンという人物を通じてアメリカの意向を

探り、また同様に、カーンさんを通じて岸信介元首相を当時のニクソン大統領の元

に派遣し、情報収集を行ったという話だ。いずれもこれまで公表されていなかった

話だと思うし、大変参考になった。あえて注文をつけるならば、核を巡る疑惑の中

でわれわれがよく知っているのは若泉敬さんで、アメリカとの交渉の最後のところ

で非常時の核の持ち込みについて秘密合意をした方だが、彼と楠田さんとの関わり

合い、関連付けがあるのかどうかが知りたかった。番組としては、分かりやすく制

作されており、専門家の目にも堪えるよい番組だった。 

 

○  安全保障法制の報道、解説についての感想を述べたい。５月１５日(金)の「ＮＨ

Ｋニュース おはよう日本」は、前日に閣議決定されたことを受けたニュースだっ

たが、今回はバランスが割と取れていたと思う。総理会見、陸上幕僚長の記者会見、

反対派のデモの映像、ＮＧＯの難民を助ける会の人のコメントなどで構成されてい

た。法案の中で「存立危機事態」、「重要影響事態」とことばがコロコロ変わること

について、そのまま伝えるのではなく、用語辞典の出版社がことばの解説をつける

のが大変だと言っているという事実で伝えたのは、なかなか考えられていた。最後

の政治部記者の解説も世論調査等を使い、流れもうまくできていたと思う。 

 

○  ５月１５日(金)の時論公論「どうなる自衛隊」は、全般的にバランスが取れてい

るといえば取れているが、今回大きな転換となる集団的自衛権の限定容認と、後方

支援の拡大について、島田敏男解説委員は「どこまで行くのかわからない。明確な

説明がない」と言っていた。日本の法律の組み立て方は、自衛隊法や安全保障の問

題であれば、自衛隊が実行可能なことを書き込んでいく方法で、逆に実行できない

ことを書き込んでいくアメリカなどの国の法律と違い、どういう状況にもある程度

対応できるように作られている。そこを捉え、自衛隊が世界中に行くというような

誘導する言い方は控えたほうがよいと思う。あくまでもそのときの総理大臣、防衛

大臣等が政策判断し、自衛隊を派遣するかしないかをそのつど決め、国会の承認を

経るわけで、法律の陣立てと実際の政策遂行にはかなり距離がある。そこをきちん

と解説してほしいと思う。 

 

○  これから安保法制が本格的に議論される。５月１７日(日)の日曜討論「安保法

制・労働者派遣法 与野党に問う」を見たが、島田解説委員の司会で、各党の意見
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をよく引き出したと思う。安保法制の大きな転換になる法案だが、さまざまな問題

があり分かりにくいため、個別の法律の意味づけ以外に、なぜ法案が出されたとの

かという全体像、安全保障環境の激変は何なのかということも含め、分かりやすく、

大局的な解説が必要になると思う。それが実現できるのは、映像を持っているとこ

ろではＮＨＫだけと思う。法案が審議される間はその報道に気を配り、丁寧な報道

をしてほしい。関連した番組の放送予定があれば知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  直近の番組では、５月２４日(日)のＮＨＫスペシャル「自

衛隊の活動はどこまで拡大するか」で安保法制についての討

論を放送する予定だ。そのほかについても重点的に取り組ん

でいく予定だ。 

 

○  ５月１７日(日)の日曜討論「安保法制・労働者派遣法 与野党に問う」は法案の

中身についての質疑がある程度かみ合っていた。野党からの批判についても、表面

的ではなくきちんと自公が答えており、かみ合っていたところがよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  安保法制については日本の安全保障上の大きな転換点とも

いわれている。世論調査を行うと、賛成、反対以外に「よく

分からない」という答えが大変多い。われわれも法案の内容

をよく理解してもらう姿勢で伝えていきたいと思う。日本の

法案の組み立て方なども含め、解説していけたらと思う。 

 

○  国民の関心のあるテーマであり、引き続き丁寧な説明をしていってほしい。 

 

○  ４月１８日(土)のＥＴＶ特集「終わりなき戦い～ある福島支援プロジェクトの記

録～」を見た。低線量被ばくから福島に住んでいる人たちを守ろうとする、安斎育

郎さんという科学者を中心にした専門家たちのきめ細かい活動の様子が描かれて

いた。例えば採れたマツタケの放射線量を測ると１キロあたりの数値が高かったが、

もともとマツタケは少量しか食べないので、子どもには食べさせられないが、大人

は食べてもよいかと言う住民の問いに対し、安斎さんは「私も食べます」と答えて

いた。安斎さんも本当はわずかな放射線でも嫌だろうが、そうは言わずに、そこで

生きざるをえない人たちがぎりぎりどこまで大丈夫なのかを、ヒステリックになら

ずに分かりやすく説明していた。長い間ボランティアとしてよく活動してこられた

と非常に感心した。福島の人たちに見てもらえれば、どうやって生きていけばよい
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のかよく分かるようなよい番組だった。 

 

○  ４月２５日(土)のＥＴＶ特集「小さな命のバトン」を見た。熊本の慈恵病院が“赤

ちゃんポスト”を設置したときに、半分が賛成で、半分が赤ちゃんを安易に置くの

でないか、親を知りたいと思ったときに知る権利が守られないのでないかという批

判があったことを知っていたが、今回の番組では、その後病院が始めた「赤ちゃん

縁組み」などの取り組みの様子が描かれていた。レイプによって妊娠し自暴自棄

だった若い女性が、赤ちゃん縁組みが決まり、一生懸命におなかの赤ちゃんを育て

出産し、縁組みしたお父さんとお母さんに引き渡す様子など、次々にすごいと思う

状況が描かれていた。赤ちゃんの遺体がポストに置かれるということが起こり、丹

念に調べた結果、誰の助けも得られず、赤ちゃんを産めない事情を抱えた女性が、

自力で産んだが助けられず、どうしても捨てる気になれずにポストに置いたという

ことが分かった。単なる死体遺棄という話ではなく、その女性の苦労が描かれ“赤

ちゃんポスト”があることで救われている人がずいぶんいることが分かった。また、

赤ちゃん縁組みでもらった子どもを育てている母親が、その子どもに対して丁寧に

生い立ちについて説明し、「お母さんはあなたが生まれてきてくれて本当にうれし

い」と伝える姿など、命が本当に大事にされている様子が描かれていた。“赤ちゃん

ポスト”で努力している人たちの意味、若い人たちがどれほど厳しい状況の中で子

どもを産まざるをえないのかということも見えてきて、命を考えさせられるよい番

組だったと思う。総合テレビで放送したらもっと多くの人が見られたのでないかと

思う。多くの人に見てもらいたい番組だった。 

 

○  録画して息子と何度も見ている好きな番組が「びじゅチューン！」だ。大人が見

るような美術品、絵画などを大変くだけた発想で紹介する番組だ。番組に対する賛

否はいろいろあるようだが、この番組がきっかけとなり、本物に触れたときに子ど

もが飛びつき、本物を知りたい気持ちがそそられ、知識欲も増えていくと思う。番

組のホームページで過去の放送分を見ることができるが、「あしゅらコーラス」と

「ファッショニスタ大仏」の放送分が見られない。何か理由があるのかもしれない

が、よい番組は、さまざまな人に伝播(ぱ)していくもので、見ようと思ったら見ら

れなくなっていることがあってはいけないと思う。公表する前に準備をきちんと整

え、永遠に残せる自信のあるものを残してもらいたい。 

 

○  ４月２３日（木）の生きるためのテレビ「“自死遺族”の声から」を見た。「生き

るためのテレビ」では死にたいと思っている若者たちの声を聞いてきたが、今回は

自死遺族の方たちの話だった。２人の方がスタジオに来ていたが、よく自分の経験

を話されたと思う。その話を聞いて、死にたいと思っている人たちに、死なないで
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生きなさいというメッセージがうまく伝わったのならばよかったと思う。大変重い

番組だったが、さらに進んでもっといろいろな角度から「生きるためのテレビ」を

続けていただきたいと強く感じる。 

 

○  ４月２８日(火)のＲの法則「男子失恋カフェ」を見た。今どきの男の子はどうい

うときに失恋するのかと思って見たが、昔も、今もあまり変わりない失恋模様だっ

た。おもしろかったのは、失恋カフェということで、話が終わった後に処方箋がわ

りのスイーツが出されるのだが、シュークリームの中にワサビが入っていたり、自

分をよく見なさいという意味で鏡のフタがついた容器にスイーツが入っていたり

したことだ。こんな番組もあるのかと楽しく見た。 

 

○  少し前のことだが、３月２７日(金)に「第８７回選抜高校野球 第７日」をラジ

オで聞いていて、アナウンサーのサ行の発音が大変気になった。敦賀気比対仙台育

英の試合だったが、発音が気になってしまい試合の内容が頭に入らなかった。アナ

ウンサーのトレーニングはどうなっているのだろうと気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  一般的に高校野球の実況については、スポーツ実況にたけ

た、特別な研修を積んできたアナウンサーが担当する。ただ

し、すそ野を広げていくために、そのときどきに新しい担当

者を加えることもある。その力量がどの程度かを見る場でも

あるためだ。そのようにして経験を積み、技術を高めること

を心がけている。ご指摘は重く受け止め、滑舌などについて

は十分に注意し、指導していきたい。 

 

○  ５月１３日(水)の朝６時に東北で地震があり、地震速報が始まったが、何も被害

がないのに４０分ぐらい延々と伝えていた。棚から物も落ちていないのに、アナ

ウンサーが役場の人に「何か変わったことはありませんか」と一生懸命に質問して

いた。地震が起きた際の基準はあるのだろうが、民放は普通の番組を放送しており、

あまり問題がないときは短く終わったほうがよいのでないかと思う。検討してほし

い。 

 

○  最近のニュースの構成について感じたことをひとつ。原発の再稼働問題や沖縄の米

軍基地問題、安保法制問題などで、それぞれ賛成、反対の立場のコメンテーターに一

人ずつほぼ同じような時間の長さで語らせたり、政府とそれに反対するグループにつ

いて、担当記者が一人ずつほぼ同時間で説明したりする場面が増えたように感じる。
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ストップ・ウォッチを片手に計ったわけではないので、ただの印象かも知れない。前

から常用している手法かも知れない。だとしても、こうした方法にはやや難点がある

のではないだろうか。つまり、どんな問題についても明確な賛成派と反対派しか登場

しなくなりがちだということだ。しかし、ほとんどの問題は、単純な二項対立で描い

てみてもその核心に迫るのは難しい。何についても賛成と反対の間には、無限のグラ

デーションがある。そして多くの視聴者の考えも、そのグラデーションの中で揺れ動

いていると思う。問題の視点を二元化することは、解決策をさぐるための議論を深め

るよりも、むしろ最も距離の離れた賛否のグループの陣地取りゲームに付き合わされ

ることになりはしないか。それは、それぞれの陣営から文句が出ないようにすること、

あるいはそれぞれの陣営の留飲を下げることにはつながるにしても、その問題の解決

に向けて議論を豊かなものにするということには必ずしもつながらない。激しい対立

がある問題について多様な意見を紹介するのはメディアの使命だと思うが、賛否の二

項対立に還元してしまうべきではない。論争を呼ぶテーマでどのような人にコメント

を求めるか、という問題は、賛否両派に平等に、ということを原則にするのではなく、

むしろ問題を相対化してみせられる人にコメントを求めるべきではないだろうか。聴

く前から想像がつく意見よりも、視聴者が「なるほどそう考えることもできるか」と

思わず膝を打つような視点が望ましい。これはＮＨＫだけでなく、新聞も含めメディ

アが多様な視点を提供するという仕事をするうえで陥りやすい罠(わな)だと思う。そ

れを避けるのは難しいことだけれど挑戦してほしい。 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２７年４月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

４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、

１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について説明があっ

たあと、経営計画における「達成状況の評価・管理」（２６年度第４四半期・１～３月、

２４～２６年度全体）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、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 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  小林いずみ（前世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官） 

   委 員      有森 裕子（元マラソンランナー） 

         大野 博人（朝日新聞社役員待遇論説主幹） 

大日向雅美（恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授） 

         小田  尚（読売新聞東京本社専務取締役論説担当） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         龍井 葉二（連合総合生活開発研究所客員研究員） 

         東儀 秀樹（雅楽師） 

         永田 紗戀（書家／花咲く書道 Studio Saren.Nagata 主宰） 

        谷口  肇（全国農業協同組合中央会常務理事） 

         

        

（主な発言） 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」 

（２６年度第４四半期・１～３月、２４～２６年度全体）について＞ 

 

○  「世帯視聴率(３年間の推移)」を見ると、午前(６～１０時)の総合テレビは 2012

年度が８．４％、2013 年度が９．２％、2014 年度が９．７％と向上している。「連

続テレビ小説」や「あさイチ」の好調さが要因だと思うが、大きな進展で、よかっ

たのではないかと思う。 
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  「波の質的評価に影響を与えたジャンルと番組」で「１．丁寧に取材・制作され

ている」、「２．正確な情報を迅速に伝えている」についても、特に貢献した番組と

して、「あさイチ」、「ファミリーヒストリー」、「プロフェッショナル 仕事の流

儀」、「歴史秘話ヒストリア」、「英雄たちの選択」などがある。私もいろいろ視聴し

ているが、それぞれＮＨＫらしい番組で、ほかの放送局ではできないような取材力

を感じる番組だと思っている。引き続きよい番組を制作してもらい、なおかつ視聴

率が取れるように、視聴者に満足いただけるように努力していってほしい。 

 

○  週間リーチは１週間に５分以上、ＮＨＫを視聴した人のデータだと理解している。

ＮＨＫの全国的な存在感、どの家庭もテレビがあり、受信料を払って視聴している

ことからすれば、１週間に５分ぐらいは必ず誰かがＮＨＫを見ているのではないか

という気がする。それでも総合テレビでおよそ７割ということだ。残りの３割は１

週間に１回も視聴していないことになる。その人たちはもともとテレビを持ってい

ない人なのか、民放ばかり見ている人なのか。およそ７割であれば十分な気もする

が、その７割の構造と対策をどう考えているのか。また、活字メディアはいろいろ

な面で存在感が下がっている中、テレビはこれから先も当分、リーチも上がるし、

視聴率もある程度維持できるという前提なのか考えを聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  トータルリーチの調査結果は、全回答者がおよそ 5,000 人

で、ＮＨＫ全体への接触者率が 69.4％だ。放送文化研究所な

どで調査を行っても、１週間単位で見るとＮＨＫに全く触れ

ない人が２割～２割５分程度存在している。民放でも１～２

割程度接触していない人がいる。その人たちがテレビを持っ

ていないわけではないと思う。また、ワンセグやパソコンな

どを利用して、放送コンテンツに何らかの形で触れる可能性

はある。ＮＨＫとしては、年層別に見ても、さまざまなコン

テンツがあり、さまざまな人に受け入れられる要素はあると

思っている。リアルタイムだけではなく、インターネットや

録画視聴などでもコンテンツを知ってもらえれば見てもらえ

るのではと考えている。特に若い世代はコンテンツを知らな

いから接触していないという現状がある。いろいろな方法を

駆使し、まずは触れてもらうところに注力したい。放送とい

う媒体自体がこの先どう変化していくのか、若い世代が触れ

ていないことは確かだが、放送コンテンツそのものが敬遠さ

れているかどうかは簡単に判断できない。これからどのよう
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に認知してもらい、接触してもらうか、どれだけ幅を広げら

れるかにかかっていると編成の現場では考えている。 

 

○  視聴者の動向をつかむことは大変難しくなっていると思う。テレビだけでなく、

スマートフォン、インターネットなど、多様な方法でアクセスする人たちの動向を

どう捉えるかは難しいだろうが、今後とも詳細な分析を続けてもらえればと思う。 

  「各波の男女年層別週間リーチ」は５分以上視聴した人の割合だが、年代によっ

てこんなに違うのかと興味深かった。さらに５分ではなく、１５分ぐらいを１つの

ユニットとして調査すると、全く減らない年代層と激減する年代層が出てくるかも

しれない。そこで改めて視聴傾向の年代別の特徴がつかめ、それらの傾向をどうつ

かんでいくのかがより明確になるのでないかと思った。 

 

○  今後の調査でそういうデータも調べてもらえたらと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関して、自民党から事情を聞かれたとのことだが、

対応するにあたって議論はあったのか。今後も説明の要請があった場合、同じよう

な対応をするのかが気になる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  自民党の調査会に呼ばれ、堂元副会長が対応した。対応す

ることに至った経緯について、私は詳細を承知していないの

で、答えることはできない。一般的にいえば、ＮＨＫの予算

審議の過程等でも、民主党、自民党、維新の会などの部会に

出席を要請され、さまざまな問題についての説明をしている。

基本的にはその延長線上にあるという判断をしたのではない

かと思う。 

 

○  ほかの政党と同じ性格づけという認識か。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回、自民党の調査会は「クローズアップ現代」にやらせ

があったと報道されている件、テレビ朝日の番組の件、その

２点に絞ってということだった。それ以上の詳しいことにつ
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いては承知していない。 

 

○  このところＮＨＫではやらせ問題などが、新聞や週刊誌等で報道されている。番

組審議会においては、やらせ問題はとても大きなテーマだと思う。中間報告を公表

した際に、公表したことを私たちに伝えてくれなかったことにがっかりした。番組

審議委員には必要な情報だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今後、十分に注意したい。 

 

○  ４月９日の段階では中間報告ということで、あの程度の説明になると思うが、そ

れから１０日ぐらいたっているのに何も説明がなく、どう進展しているのか分かり

にくい。 終結論は出ないまでも、中間報告のあと、いろいろ調べた中で分かった

ことなど情報があると思う。何らかの形で分かったところまででも話をしたほうが

よいのではないか。現状のＮＨＫの説明では不十分な印象を受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  それは大変難しい問題だと思う。私も調査委員会の１人で、

実際の審議の過程を承知している。今回の問題は当事者の発

言が真っ向から食い違っていることだ。事の真偽をどのよう

に判断するのかも含め、詳細な調査をしたうえでないと報告

をまとめることは難しいと思う。当事者の聞き取りは１回だ

けではなく、２回、３回と繰り返し行っている。それぞれに

弁護士に立ち会いをお願いし、誘導的、強制的な調べでない

形で当事者の方たちの話を聞いている。時間がかかりすぎで

はないかという指摘もわれわれは重々承知しているが、重要

な問題を含んでいる関係上、そこはご容赦を願いたい。 

 

○  時間のたつこと自体が信頼を失うところもある。迅速に調査をし、公表してほし

い。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「戦後７０年 ニッポンの肖像」が始まった。４月１８日（土）

のＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像－日本人と象徴天皇－「第１回 

“戦後”はこうして誕生した」を見た。このシリーズは、憲法第１条の天皇制から

始まらざるをえないのだろうと思う。天皇陛下のペリリュー島訪問から始まるのが

入り口としてもよいと妥当性は感じた。天皇制の捉え方も両方の意見が入っており、
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バランスが取れていたと感じた。マッカーサーが、日本の統治のために天皇制を使

うことを選択する流れがきちんと描かれていた。また昭和天皇が退位するべきか、

日本国民の間にも両論ある中で、昭和天皇が日本国家のために退位しなかったとい

う場面もあった。その証拠の１つの資料として稲田周一元侍従長の備忘録が紹介さ

れ、昭和天皇の肉声として「マッカーサーから退位しないでほしいとの希望があっ

た。それは極秘であった」というような文章があった。初公開の資料とのことだっ

た。天皇が退位しない意向だったことは知っていたが、マッカーサーから希望を受

けての天皇の判断だったことは知らなかった。それだけでも大きなニュースになっ

たのでないかと思う。さらっと触れられていただけだったが、ニュース判断はあっ

たのか。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像－日本人と象徴天皇－」の稲

田元侍従長の備忘録は特別なニュースなのか。極秘とあったため関心を持った。す

でに知られている事実なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  稲田元侍従長の備忘録については今回が初出だ。どう扱う

かは今後相談をしてからになると思う。 

 

  「ＮＨＫスペシャル 戦後７０年 ニッポンの肖像－日本

人と象徴天皇－」の稲田元侍従長の備忘録の件に補足をした

い。昭和天皇がなぜ退位しなかったかというくだりの理由その

ものについては、元侍従長の徳川義寛さんが遺したメモの中に、

「稲田侍従長が承った要旨」として「退位すると混乱に陥るし、

マッカーサーからも退位しないよう連絡があった」という趣旨

の話が書かれてあり、公刊もされている。あの文章そのものは

初出だが、事実が稲田元侍従長本人の備忘録からも確認でき

たという経緯だ。 

 

○  私も「ＮＨＫスペシャル戦後７０年 ニッポンの肖像－日本人と象徴天皇－」を

見たが、大変よい番組だった。若い世代に見てもらうために、エッセンスのところ

だけでも１５分ぐらいにまとめるような情報の提供方法はないだろうか。若い世代

に見てほしいが、内容時間的に、なかなか見てもらえないのでないかという印象を

持った。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  「第１回 “戦後”はこうして誕生した」と４月１９日(日)

の「第２回 平和を願い続けて」は、３０代男性について、

ふだんよりも多くの人に見ていただいており、関心が高く推

移したと思う。豊富な内容を丁寧に構成した番組であり、こ

れ以上短くするのは難しいのではないかと思う。一方、本放

送の前には広報番組として「Ｎスペ５ｍｉｎ．」を放送してお

り、これは時折ネット展開をしている。エッセンスでの１５

分というのは、ネット時代でもあり、歴史を扱う番組も可能

かどうか検討したい。 

 

○  今の天皇陛下の沖縄にかける思い、慰霊の気持ちは知られていなかったところも

あると思う。大変よい番組を制作したと思うが、若い世代には４９分は長い。検討

してほしい。 

 

○  ２月２５日(水)の歴史秘話ヒストリア「天皇のそばにいた男 鈴木貫太郎 太平

洋戦争 後の首相」を見た。太平洋戦争末期の首相としての、二・二六事件からポ

ツダム宣言受諾に至る史実を大変よく描写していた。二・二六事件を語る音声テー

プの紹介、天皇の「聖断」を仰ぎつつ内閣をまとめ、終戦に至った一連のつらさ、

厳しい状況にあったことが臨場感を持って伝えられていてよかった。 

 

○  報道番組と解説番組についての感想と提案を述べたい。４月に入ってからニュー

ス番組でラインアップを表示するようになった。今伝えているニュース、これまで

伝えたニュースが一目で分かるようになった。「ＮＨＫニュース おはよう日本」

はできるだけラインアップが分かるようにしてほしいとお願いしたこともあった

ので、今回の改定はよいと思う。新しいニュースには「ＮＥＷ」と表示されている。

ネットや一部の民放ではすでに実施していることだが、遅ればせながらもＮＨＫが

始めたこともよいと思う。ただ、民放と全く同じようにしなくてもよいと思うのが

色だ。ニュース項目の文字と背景色を黄色と赤色にしているが、落ち着かない色だ。

もし色を付けるならばジャンル別に分けるなど、工夫ができるのではないかと思う。 

 

○  法律が新しく制定されたときや法案が用意されたときに、端的に内容を説明する

が、賛否の意見がある場合でも、それは中立的でないといけない。法案を作った側

の意図や効果ではなく、何がどう変わるのかという実務的なことを言わないといけ

ない。これから重要な法案になる労働基準法、働く人たちのルールを変える法案が、

４月３日(金)に閣議決定され、「ＮＨＫニュース７」でも報道された。新しい制度

について、「対象となる人の労働時間の規制が外れ、働いた時間ではなく、成果で
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報酬を得るものだ」という説明があった。翌朝のラジオでも同じ説明をしていた。

これは、明らかなミスリードで、誤解があると思う。「成果で支払う」ということ

ばは法律の準備段階にあったが、審議会にかかり、法律になるときには消えている。

だが報道では、前のことばをなぜか引きずっており、誤解を生む可能性がある。新

しい制度の対象者は、「時間と報酬に直接的にあまり関連がない人」という説明書

きがあり、そのことばも残っている。実際には対象になったからといって賃金制度

が変わるとは一切書かれていないし、保証もない。恐らく変わらないと思う。私が

説明するとしたら、「労働時間の規制の範囲、適用者、裁量労働制の範囲が変わる」

と１行で済む中身だ。民放や新聞も同じミスリードをしているが、厚生労働省がど

ういう説明をしようが、民放や新聞社がどういう説明をしようが、ＮＨＫにはそこ

に左右されないでほしい。再検討をお願いしたい。４月３日(金)の「ニュースウオッ

チ９」では、実例として、「今回の法律によって成果が上がれば３時に帰れる」と

いうような紹介も出ていた。何に基づいてそういう説明をされたのか聞きたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  産業競争力会議の文章にあった「成果で支払う賃金制度」

という文言が、法案で消えたという指摘があった。これにつ

いては、成長戦略の中で「時間ではなく、成果で評価する働

き方を希望する働き手のニーズに応える」と記されており、

法案の要綱でも新しい制度の名称について「特定高度専門業

務・成果型労働制（高度プロフェッショナル労働制）」と、成

果型という文言を明記している。また、法案で制度の適用条

件として「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事

した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認

められるもの」と記されている。厚生労働省の説明では「時

間ではなく、成果で評価する働き方の必要条件として記した」

としている。そのため、働いた時間ではなく、成果で報酬を

決めるという表現を使っている。閣議決定し、政府が提出し

た法案であり、政府の法案提出の意図、目的を紹介したうえ

で説明した。この法案については賛成論、反対論もある。柔

軟で多様な働き方ができ、労働時間も減るという賛成意見と

ともに、長時間労働の抑制策が不十分で、長時間労働を助長

する、対象の労働者が 低限のルールの保護さえ受けられな

くなるという批判もかなりあると承知しており、賛成論と反

対論をバランスよく伝えていく。「ニュースウオッチ９」では、

「成果が上がれば３時に帰れる」とは紹介していない。制度
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を紹介するためにＡさんとＢさんを想定したアニメを使って

いる。仕事を終えたＡさんが帰る時間で、後ろにある時計が

３時になっていた。分かりやすくするために６時、９時では

なく、３時ということもありえるという１つの例として挙げ

た。この法案ができたら３時に帰れることを意図したもので

ない。この法案は賛否両論があるので、問題点も含め、幅広

く意見を紹介していきたい。 

 

○  賛否も意図も別の話だ。実務的に何が変わるのかという説明についてだ。意図が

あるのであればそれを報道すればよい。法案の説明の能書きで、なぜ「成果で支払

う」ということばが入るのかという単純な質問だ。文言が残っていても、事実関係

として賃金が変わることはどこからも出てこない。それは別の報道で伝えてほしい

ということだ。再検討をよろしくお願いしたい。 

 

○  ４月５日(日)の日曜討論「農協改革・ＴＰＰ“農業再生”の道筋は」の評価、反

応がどうだったのか教えてほしい。 

 

○  ４月１１日(土)、１８日(土)の超絶 凄（すご）ワザ！「真球頂上決戦～日本Ｖ

Ｓドイツ～」は、日本とドイツで真球を精緻に作る対決で、科学技術のドイツ対職

人技の日本というコントラストの効いた戦いでドラマチックだった。 後にどちら

が優れているか競い合う際にハプニングが起き、日本チームの真球が挑戦前に落下

してしまい番組が終わっていたが、次回再挑戦するそうだ。次回も楽しみにしてい

る。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「超絶 凄（すご）ワザ！」は、今日再度の対決を収録す

る予定だ。 

 

○  「超絶 凄（すご）ワザ！」は、私も見たが、どうなるのかと思ったところで次

週となった。 初からそういう予定だったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  そうではない。発射台の調子が悪く、これでは勝負になら

ないということになった。ドイツもベストの状況で戦いたい

と同意してくれたため、日を延ばして実施することになった。 
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○  超絶 凄（すご）ワザ！「真球頂上決戦～日本ＶＳドイツ～」は、日本チームの

真球が落下した瞬間にどうなるのかと思った。次回の再対決の結果、落としどころ

をどうするのかが気になっている。アナログか、機械技術か、そこの差を出すだけ

の結果にだけは終わってほしくない。人間はこういうことができるという意味で、

ドイツはドイツのよさ、日本は日本のよさがあるという結末になるといいと、ドキ

ドキしながら待っている。 

 

○ ４月１２日(日)の統一地方選挙の開票速報で、開票率０％の当確とは何なのかにつ

いてきちんと説明がされていた。前回の選挙の後の番組審議会で開票率０％の当確と

は何なのかという意見があったことに対応したのだと思う。よい取り組みだ。 

 

○  福井地方裁判所の高浜原発の再稼働差し止め訴訟に関するニュースと解説につ

いて批判をしたい。４月１５日(水）の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で高浜

原発再稼働差し止めの事実関係を伝えていた。このニュースの肝は、ニュースでも

伝えていたが、「原発の新基準は緩やかすぎ、安全性は確保されない。だから再稼

働を認めない仮処分を出した」ということだ。その後で２人の識者とされる人のコ

メントを紹介していたが、なぜ２人とも反原発派、脱原発派なのか。放送法第４条

第１項第４号に反しているのではないかという気がする。１人は東京電機大学の助

教で「安全性が確保できないという、原子力規制委員会はもっと社会の意見を聞け」

と言っている。もう１人は「地震動しか判断していない。火山動にも目を向けろ」

という発言だった。これらは、判決を踏まえたコメントになっていない。２人とも

知名度のある方ではなく、これから育てていこうという気持ちがあるのかもしれな

いが、多くの人が見ている「ＮＨＫニュース おはよう日本」、「ニュースウオッチ

９」はコメンテーターの質も求められると思う。ある程度しっかりとした人を出し

てもらいたい。樋口英明裁判長は新基準の考え方を否定し「これに適合しても安全

性を確保できない」と言っている。普通に考えるとゼロリスクを求める非現実的な

考えだと思う。新基準が緩やかすぎると言うのであれば、それを示すデータが必要

だ。それを抜きに安全性は確保できないという判断をしているところ、論理を飛ば

しているところが問題だ。その意味でいうと、ＮＨＫもバランスをとった解説がな

ぜ付けられないのかと思う。 近の原発訴訟での差し止め判決は、樋口裁判長が１

年前に出している大飯原発と今回の２つだが、まずその判断が特異だという指摘が

あってよいと思う。原発訴訟では、 高裁が 1992 年の四国電力の伊方原発訴訟で

「原発の安全審査については高度で 新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、

行政側の合理的な判断にゆだねられている」という判決を言い渡している。そうい

う意味でも福井地裁は踏み込んだ判決をしている。４月１５日(水)の時論公論「高



10 

浜原発“再稼働差し止め”の衝撃」では、「東日本大震災後、裁判所の判断が変わっ

た。今後の審査に影響を与える」と解説しているが、控訴審を見ないで言うことは

少し短慮だと思う。東日本大震災前、2006 年の金沢地裁での志賀原発差し止め訴

訟で、差し止めの判決が出ているが、その後、高裁で逆転判決、 高裁でも上告が

棄却されている。東日本大震災後に裁判所の判断が変わったというのはミスリード

ではないかという気がする。高浜原発訴訟の一連のニュースで、原告のことを「住

民側」と表現しているが、この原告は京都、大阪、兵庫の運動家の人たちだ。４月

の福井県知事選では現職の西川一誠さんが「原発ゼロでは日本は成り立たない」と

主張し、得票率８割で再選されている。今回のニュースの場合は、「一部の住民側」

と言うべきだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  高浜原発訴訟の一報を伝えた際には、「全面勝訴」「住民

側」という表現を使ったが、それだけでは足らないと考え、

「ＮＨＫニュース７」では、「そういう判決が出たが、仮処分

の決定には異議申し立てなどができ、 高裁まで争うことが

可能で、その過程で決定が覆れば仮処分の効力は失われ、逆

に取り消さなければ効力が続く」と説明した。菅官房長官の

「独立した原子力規制委員会が専門的見地から十分に時間を

かけ、判断したものであり、政府としてはそれを尊重し、再

稼働を進めていく方針に変わりがない」というコメントや、

高浜町の野瀬豊町長の「司法の判断は重いと認識しているが、

やるべきことを自分の責任で判断することに変わりがない」

というコメントも伝えている。時論公論「高浜原発“再稼働

差し止め”の衝撃」で解説委員は、「決定を出した３人の裁判

官のうち２人は去年大飯原発の運転差し止めを命じる判決を

出した裁判官で、司法の判断が変わったとするのは早い」と

言い、「ただ、世界 高水準と自負する規制基準が全否定され

たのだから、原子力規制委員会は裁判所の指摘を検証し、基

準に反映すべき点がないのかどうか、審査方針に変更がない

のか、広く国民に考えを示す必要があると思う」と述べてい

る。「ニュース シブ５時」では、原子力規制委員会の田中俊

一委員長が会見で「新基準について世界と比較し、 も厳し

いレベルにあることは国際的にも認知されているが理解され

なかった」と述べ、現状で基準を見直す考えがないことを明

らかにしたことも伝えた。「ＮＨＫニュース おはよう日本」



11 

はもう一度確認し、バランスが取れるように検討したい。 

 

○  田中委員長の会見をニュースで扱ったことは的確だったと思う。コメントした識

者２人がともに反原発の立場ということは、識者がこう見ていると偏った印象を与

えかねない。確認をしてもらったほうがよいと思う。 

 

○  コメンテーターの質も考えてほしい。自分勝手に話をしているだけで、判決とか

み合っていなかった。 

 

○  ４月１６日(木)のアニメ 英国一家、日本を食べる「新宿・思い出横町」を見た。

前半がアニメ、後半が実写という構成で、非常におもしろい番組だと思った。これ

からどういう展開になるのか楽しみだ。放送が深夜だが、誰をターゲットにしてい

るのか不思議だ。一般の人が見やすい時間の方がもっとよいのではないか。今から

時間帯を変えることは無理かもしれないが、再放送なりで工夫してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「アニメ 英国一家、日本を食べる」はＮＨＫ国際放送と

連動した新しい試みだ。国際放送で英語版を放送し、日本語

版を国内向けに放送している。アニメというと子どもや若い

世代向けが多いが、テーマ性も考慮し、もう少し年代の高い

方にも見ていただけるような試みで制作している。秋まで放

送は続く予定で、今後の展開にも期待してほしい。再放送は

火曜日の午後４時５分から放送している。 

 

○  ４月１９日(日)の大河ドラマ「花燃ゆ」で「草莽崛起（そうもうくっき）」とい

う難しいことばが出てきた。私は字幕放送を表示して見ていたため理解できたが、

普通の人であれば理解できないのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大河ドラマ「花燃ゆ」では初回から難しい漢語がたくさん

出てきている。制作現場には「難しいものはちゃんと文字で

示したほうがよい」と言っている。どこまでを文字で表すの

かは検討したい。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」は、大変春らしく、毎朝元気をもらっている。子どもも

好きで、「『まれ』を見せない」と言うと早く着替えてくれるので助かっている。
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展開がかなり速く、単純にワクワクし、毎日楽しみにしている。希の父親のキャラ

クターと大泉洋さん本人のイメージがぴったり合っていて思わず笑ってしまうし、

田中裕子さんも貫禄があり、毎日見ていて気持ちがよい。主題歌を土屋太鳳さんが

作詞したと聞いた。土屋さんのブログも毎日見ているが、本当に希のような感じで

初々しく、とてもすてきな人だと思う。「花子とアン」では花子の妹役だったが、

全く違う印象だ。同僚にも大人気で「まれ」のことを話してから仕事を始めている。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」はテンポが速く、楽しく見ている。逆に大河ドラマ「花

燃ゆ」はテンポが遅い感じがする。実在の人物を取り上げたドラマなので簡単に速

くはできないのかもしれないが、もっと展開があったほうがよい。１週分見逃すと

前の週の内容について気になるものだが、 近は見逃しても気にならないと家族も

言っている。今後の展開に期待したい。 

 

○  ４月４日(土)のＥＴＶ特集「“グローバル人材”を育成せよ～京都大学・改革へ

の挑戦～」を見た。京都大学の取り組みや、大学へのアンケート調査のデータなどは

興味深かったが、焦点を絞り切れていない印象を持った。番組を構成していた京都大

学のルポの部分、大学へのアンケート結果、グローバル大学かローカル大学かとい

う冨山和彦さんの仕掛けた論争の話などが有機的に結合していない印象も持った。

これは番組の中でも何度か触れられていたが、グローバルリーダー、グローバル人

材ということばの意味が依然として混乱したままで、定義が定まっていないためだ

と思う。番組の中で出てきたいくつかのコンセプトを考えると、グローバルリー

ダー、グローバル人材という場合、個人にとってのグローバルスキルを身につけさ

せる教育の問題と、社会にとってどんなグローバルリーダーが必要かという問題が

あると思う。それはさらに２つに意味が分かれていて、例えば日本が生き抜いてい

くためのリーダーの話なのか、あるいはグローバルコミュニティーそのものにとっ

てのリーダーの話なのか、その辺りの位置づけがあいまいなままのような気がした。

安倍首相や下村文科相が、世界の大学ランキングで日本を上位に上げたいと言って

いるが、それは日本がグローバル時代を生き抜くうえで必要なリーダーを育てると

いう話のように聞こえた。また、一方で京都大学が育てようとしているのは日本の

リーダーでなく、グローバルコミュニティーにとってのリーダーであるとも感じる。

冨山さんなどが行っているグローバル大学かローカル大学かという話は、個人がこ

れからのグローバル時代をどう生きてくのかというスキルを、どう与えるかという

話のような気がする。半ばしかたがないところもあると思うが、このように、グロー

バル人材、グローバルリーダーというコンセプト自体が混乱したまま日本では議論

が進んでいる。京都大学の人たちもそれで悩んでいて、それがそのまま番組に表れ

ていたと思う。グローバル人材とは何なのかということを巡る混乱そのものを相対
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化し、整理して見せる視点があると、いくつかのおもしろいテーマがもう少し有機

的に結び付いたのでないかと思う。大事なテーマだと思うので、これからも取材で

掘り下げてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  京都大学の試みそのものも指導教官を含め、手探りの状態

だったと思う。そういう手探りの状態をルポしたらどうかと

制作現場には伝えた。もう少し相対化し、混乱の様子を整理

して見せられればよかったが、取材をする側が整理しきれな

かった面がある。これをきっかけに、また次の段階に進んで

いきたいと思う。 

 

○  ４月１８日(土)のＥＴＶ特集「終わりなき戦い～ある福島支援プロジェクトの記

録～」を見た。福島県は国によって除染が進んでいるが、住んでいる方々は不安に

感じている。ある科学者のグループが福島県に足を運び、出張所のような形で専門

的な知見から相談を聞き、自分たちの体を使って問題を解決するという「福島プロ

ジェクト」の活動を追いかけたドキュメントだ。定点観測で追いかけたドキュメン

トだったが、だんだんに震災のことが忘れられてしまう中で、忘れさせないという

こだわりのある人たちの行動を追うことは意義があると思った。活動している人た

ちの平均年齢は 66.6 歳で高齢だ。科学者として実績を持っている方々で信頼性も

高く、テレビを見ている老人たちにとっても刺激を与えるような意味のある番組で

もあったと思う。 

 

○  ３月２４日(火)、２５日(水）のハートネットＴＶ「生きるためのテレビ２」を

見た。昨年１０月に２０代の自殺が多いということで「生きるためのテレビ」が放

送され、この審議会でも意見交換したが、それに続く番組だと思って見た。「生き

るためのテレビ」は大変印象的、衝撃的で、いまだに心に残る番組だが、今回は二

番煎じで、昨年の続きとしてはもったいない番組だった。出演者の人選が適切でな

く違和感もあった。ただ、若者が発言できる場としてはよい番組なので、工夫しな

がら続けていただきたい。メールでのメッセージの中で、５０代の方からの「１０

代のときから死にたいと考えていて、“死にたい”に免疫ができた」というコメン

トが紹介されていた。若い人たちだけでなく、今回紹介された５０代の方のように、

大人の意見を紹介することもよいのではないかと感じた。今回の番組では、死にた

いという気持ちを受け止めてくれる場所や、相談員の自己紹介をきちん伝えていた

ことがよかった。宗派を越えてお坊さんたちが相談窓口を設けていることにも驚き、

また１つ情報が増えたと感じた。寄せられたメールを読むときの間の置き方、背景
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の映像、音楽の構成がリラックスできるもので、うまくできていると思った。年を

取ると、映像を見ながら、ことばを聞きながら、ツイッターの文字を読むのが大変

だ。若い方は読めるのかもしれないが、ツイッターの文字の表示が速く、長文だと

読み込めないうちに次々先に進んでしまう。印象的な文章もあるので、もう少し工

夫してもらえたらうれしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ハートネットＴＶ「生きるためのテレビ」は４月２３日(木)

に３回目を放送する予定だ。遺族、残された家族に焦点を当

てた番組となる予定だ。 

 

○  ３月２８日(土)の第４４回日本農業賞「新しい農業を切りひらく！」(Ｅテレ 後

4:00～4:43)を絶賛したい。受賞されたプロ農家をとても分かりやすく紹介してい

たと思う。リポーターの春香クリスティーンさん、篠山輝信さんという若い２人の

おかげで、番組が明るく楽しくなり、また内容も難しくもなく、大変よかった。彼

らが「あさイチ」や「うまいッ！」などの番組で育てられていることも後で知った。

番組の流れもよかったと思う。趣味と農業の両立を求め、新規就農する方々が助け

合いながら産地復活へ向け頑張っている活気ある姿に始まり、消費者の目線で技術

改良を続ける個別農家、後継者問題や耕作放棄地問題などから地域を守るために

みんなの土地をみんなで耕作する姿など、地域の工夫による多様な農業の展開が紹

介され、とても有意義だったと思う。また、「ラジオあさいちばん」では、２週間

にわたって日本農業賞受賞者のインタビューを放送していた。苦労や喜びの声に直

接触れることができてよかった。 

 

○  ４月５日(日)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「破綻する影の銀行～中国社会を揺る

がす新たな危機～」を見た。中国で起きている民間投資会社の破綻の問題を取材し

ており、どういう問題が起きているかよく分かった。中国政府がこの番組の取材を

よく許したと思う。住民と地方自治体との対立場面があったが、取材をするにあ

たって問題はなかったのか。また、すぐには難しいとは思うが、続報があればぜひ

見たい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  中国への取材は、地方政府に食い込むなど、いろいろなルー

トで入っていく。中国というお国柄、中央政府による取材の

制限などもときにはあるが、地方や市井の中に入る取材では

その限りではないこともある。ディレクターたちもそれぞれ
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のルート、ノウハウを持っている。そういったものを駆使し、

日本の皆さんに中国の実情をいろいろな角度から伝えるため

に頑張っている。今回の番組は視聴者からも好評だったので、

今後もフォローし取材を続けていく。形になったらまたド

キュメンタリーで伝えたいと考えている。 

 

○  ３月２８日(土)のザ・プレミアム「“まつり”にかけた演歌道～北島三郎 終

公演～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～9:29)を見た。「まつり」は、私の恩師が好きな歌

で、この歌を聴くと、毎回カラオケで思いを込めて歌う恩師の姿が浮かぶ。なぜ恩

師は「まつり」を毎回歌っていたのか、恩師が亡くなってから私も一度だけ歌った

ことがある。そのときは分からなかったが、この番組を見て、北島さんの「まつり」

に対する思いと意気込みが分かった。通常、何かを極めた人に、「なぜ続けている

のか」と問いかけると、「好きだから」という答えがお決まりのように出てくる。

人間は、物事を選ぶときに好きか、嫌いかだけの固定観念に陥りがちだ。しかし、

番組の中で北島さんからは「歌が好きだから」ということばは一度も出ず、「自分

の仕事だから」と話していた。北島さんは、歌にかけるプロフェッショナルだと思っ

た。どれだけ苦しくても、きつくても、やらなければいけないという思いを持って、

その状況を楽しみ、いろいろな人と分かち合う強さの中で、あそこまで続けてこら

れたという思いを表現されていた。好きでないとすぐにやめてしまう、好きなこと

に対してしか力を出せないという弱いところを北島さんに締めてもらったような

感じがした。 

 

○  ４月１９日(日)の「ワラッチャオ！」という子ども向け番組を見た。子どもたち

をただ笑わせる全く新しい子ども番組ということで、子どもと一緒に見た。子ども

も笑っていたが、大人が見てもおもしろいような笑いだった。「おかあさんといっ

しょ」、「いないいないばあっ！」、「みいつけた！」などのＥテレの番組があるが、

私の子どもは「みいつけた！」は子どもっぽく、飽きてしまう。今は「Ｌｅｔ’ｓ

天才てれびくん」を好きで見ているが、「ワラッチャオ！」は６歳の子どもにはちょ

うどよいと思った。たまには総合テレビでも見られると大変うれしい。 

 

○  毎回ホッとさせてくれる番組が「世界で一番美しい瞬間（とき） １０ｍｉｎ．」

だ。美しい風景を伝える旅番組はたくさんあるが、風景はもちろんのこと、そこで

起こっている伝統的なもの、人間模様などを通じて、目と心を癒やしてもらってい

る。短い時間でも、世界にはこういう場所やストーリーがあり、自分のいる世界は

見方も考え方も狭いと思わせてくれる番組だ。大変癒やされている。 
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○  ＮＨＫは、いろいろな問題に焦点を当てて報道しているが、特に難しい問題、例

えば原発や基地の問題など、複雑な要素が絡み合っている問題の報道を見聞きする

ときに、何か釈然としないことがある。複雑な問題になればなるほど、住民対政府

というような構図で報道されることが多い。ＮＨＫには、どちらが正しいか、どち

らが悪いかの答えを出してほしいのではなく、自分でものを考えるための多角的な

視点を期待している。住民対政府、国民対政府のような報道になってしまうと、国

民、住民みんなが同じように考えているのかといつも釈然としない。もう少し幅広

く見せてもらえれば、ものを考える幅が広がる。そういう視点を入れてほしい。 

   

○  ＮＨＫには、公平公正・迅速正確に視聴者が自分で判断するための情報を的確に

出してほしいということだ。一方的な情報だけを出すと正しい理解ができない、視

聴者が判断できないところもあると思う。 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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