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平成２９年３月国際放送番組審議会 

 

平成２９年３月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６３４回）は２１日（火）ＮＨＫ放送

センターで５人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「Ｗａｔｅｒ，Ｎｏｔ Ｗｅａｐｏｎｓ -Ｔｈｅ Ｇｒｅｅ

ｎｉｎｇ ｏｆ Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ」、「Ｌａｓｔ Ｄｏｃｔｏｒ Ｓｔａｎｄｉｎｇ」について説明があり、意見交換を行

った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配付し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長   藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

副委員長 内永ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委 員 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 会長） 

委  員 塩見美喜子 （東京大学大学院理学系研究科 教授） 

委  員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  先週、ハノイへ行ったときに泊まった日系ホテルで、とても若いチャンネル番号に

ＮＨＫの日本語放送「ＮＨＫワールド・プレミアム」と英語放送「ＮＨＫワールドＴ

Ｖ」が入っていた。「ＮＨＫワールド・プレミアム」をもっと現地で見てもらう方法は

ないものか。 

 

（ＮＨＫ側） 日本語放送については、外国に住んでいる日本人向けのサービスという

位置付けだ。私も外国出張では「ＮＨＫワールド・プレミアム」を見るこ

とが多いが、日本人が外国に泊まったときにホテルで見てもらうという役

割もある。しかし、ベトナムの人たちが見ても全く意味が分からないとい

う意見は理解できるし、「せっかく２４時間ＮＨＫの番組を放送している

のにもったいない」という声も頂いている。 

 

 

＜視聴番組「Ｗａｔｅｒ，Ｎｏｔ Ｗｅａｐｏｎｓ -Ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎｉｎｇ ｏｆ Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ」 

       （ＮＨＫワールドＴＶ  ２月４日（土）８:１０ ほか）について＞ 

 

○  中村哲さんは国際保健の分野ではとても著名な人物だ。彼のすごいところは、医師

であることに徹するために医師以外の仕事をしていることだ。あのシュバイツァー博

士も同じように建築や音楽など、いろいろなことをしていた。 
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 番組としてすごいと思ったのは、長期にわたって中村さんをフォローして、とても

感動的な番組に仕上げたことだ。大学などの教材としても使えるのではないか。 

 前回、ＳＤＧｓ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）をテーマにした番組を視聴

したが、その実現のための活動の具体例がここに出ているので、さまざまな用途でこ

のビデオは使えると思う。 

 

○  こういう人がいることを、どのようにすればもっと広く周知できるのか。やはり、

いろいろな教育の場で、こういうことが世界貢献につながるのだという働きかけをす

るべきだと思う。国連などでも上映してもらって日本の存在感をＰＲできるコンテン

ツであると、誇りに感じた。 

 

○  中村さんのような日本人が世界で活躍しているということを日本人に知ってもらう

ことも大事だと思う。中村さんの事業はすばらしいが、最先端の技術ではない。あん

なに簡単な方法でこんなに意義あることができるのだというのは大きな感動だった。

逆に言うと、地元の人は長い間苦労をしてきているのに、食べるものがない状況が続

いている。人間の根本的なところをなぜ彼らの手で解決できなかったのかも考えさせ

られる番組だった。これをきっかけに教育というものが広がり、自分たちの国の問題

は自分たちで解決するのが大事だと展開していくと、さらにいいのではないか。 

 気になったのが、女性が出て来なかったことだ。何か意味があるのか知りたい。 

 

○  江戸時代の河川工事の技術が使われているのを見ると危なっかしい。大きな石をゴ

ロンと転がして、難しい計算などしない。しかし、出来上がりはしっかりしている。

これはすごいと、ただただ感心して見た。国内でも再放送して、多くの日本人に見て

ほしいと思った。 

ただ、取材が長期にわたり、素材も多いせいか、今見ているのはどの時点のことな

のか、ときどき分からなくなってしまった。今、大きな流れの中のどの部分にいるの

か、わかりやすくすると、もっといいのではないかと思った。 

もう１つ、中村さんの活動を支えている資金的なバックアップについて、よく理解

できなかった。どのような資金的バックアップがあって、あれだけのことができたの

か。その辺りの仕組みや背景の説明があれば、よりすばらしさが出たのではないか。 

いずれにせよ、すごい人物だ。その存在を国際放送で放送したのは、日本人として

誇らしくて大変うれしかった。 

 

○  私も長期間の取材に感心したが、もう少し説明があればいいと思った点がある。彼

がアフガニスタン人技師のところへ相談に行くと、砂は落としてもたまらず、流れて

しまうという趣旨のことを言っていた。彼はその後、日本の過去の経験などを調べて

石を使ったのだろうと思うが、実はその後で、あの地域ではみんな石を簡単に扱える

という話が出て来る。どうしてもっと早く石を使うことにしなかったのか、疑問だっ

た。 

 

（ＮＨＫ側） 中村哲さんを継続的に取材してきたのは、長い歴史のある制作プロダク
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ションで、もともとカメラマンだったプロデューサーが、中村さんの思想

に触れて、１９９８年から年１回ぐらいのペースで単独渡航し、周りの様

子を撮って帰ることを繰り返している。 

今回は用水路が開通していろいろな実りが実際に映像的にも現れてきた

ので、これを機に一回まとめようと考えた。これまでもいろいろな形でほ

かのメディアも含めて出してきたのだが、これだけの長期間をまとめて放

送したということで、さまざまな反響を頂けたのではないか。 

女性が撮れていないということについては、女性にカメラを向けること

は非常に難しいということだ。カメラを向けると、いろいろクレームがつ

くので、結果として映っているのは男性ばかりになっているのだと取材者

から説明を受けた。 

時制の問題については、要所要所で何年、何年というテロップを入れて

いるのだが、あまり多すぎてもいけないということで、途中省いたところ

もある。それで少し混乱を招いたところがあったかもしれない。 

資金的なことに番組の中でも触れていたが、活動資金は、母体となって

いるペシャワール会というＮＧＯに寄せられる寄付だ。評判になってから

は、現地のＪＩＣＡ事務所との共同事業やアフガニスタン政府との協力も

始まり、少しずつほかの資金も入ってくるようになった。 

水路作りには近代工法を導入することもできるのだが、費用が相当かか

ることと、現地の人がメンテナンスできないので見送ったということだっ

た。現地の人が自分たちで補修できて、技術を学べるようにするにはどう

すればいいか。そういうことでたどり着いたのが、江戸時代の技術だった。

そういうことを中村さんが自ら学ぶと同時に、いろいろなところで気づい

てそれを取り入れていったそうだ。 

 

○  この「ＥＴＶ特集」は、初めから国内放送と国際放送の制作者が共同で作っている

のか。 

 

（ＮＨＫ側） 「ＥＴＶ特集」と本格的に連携して企画段階から英語版も視野に入れ始

めたのは、去年８月ごろからだ。「ＥＴＶ特集」は５９分の番組なので、

ワールドＴＶで編成するときには１０分ほど切らなければならず、制作側

の協力を得て、より緊密に連携している。国内向けと国際向けの提案を同

時に採択してそれぞれを放送するパターンもあるし、今回の番組のように、

日本語版で放送して非常に大きな反響があったので英語版を追加するケ

ースもある。いろんな手法での連携が進んでいる。 

 

 

＜視聴番組「Ｌａｓｔ Ｄｏｃｔｏｒ Ｓｔａｎｄｉｎｇ」 

 （ＮＨＫワールドＴＶ  ３月１２日（日）８:１０ ほか）について＞ 

 

○  この番組の福島の高野英男さんと「Ｗａｔｅｒ，Ｎｏｔ Ｗｅａｐｏｎｓ」のアフガニスタンの中
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村さんには共通点がある。高野さんはもともと精神科医だが、患者さんの命を守るた

めに自分の専門を越えて何でもやる。番組の中でも「私の専門は人間科である」と言

っていた。中村さんの場合は医者を飛び越えて建築までやっているのだが、命を守る

ということに注目すると、自分の専門にこだわってはいられない。何でもやるのだと

いう思いが強く伝わってきた。 

 ただ診察風景を見ていると、今にも倒れそうな感じで、実際倒れてしまうのだが、

若い医者はだらしないなと思ってしまった。 

 

○  一目見て、すごい人がいると思った。まさに老体にむち打って診察を続けてきたの

はとても感動的だが、前半は高野さんがひとりでやっているようなイメージが出てい

たので、「誰も周りにいないのか？」という気分で見た。途中から臨時のドクターも含

めて医師が何人か登場して、それはよかったが、トーン全体が何となくネガティブで

重い感じがした。 

 最後に、先生が不幸にも亡くなられたという字幕が出たが、その後どうしているの

か、せめて５秒でも１０秒でも、次の若い方たちがやっているのだという映像が出て、

日本は、みんなが一つになって頑張って復興を進めているのだというメッセージが最

後にあったらよかった。 

 

○  一番に思ったのは行政の対応だ。なぜ手を差し伸べないのか、なぜそこに資金を落

とさないのか。もう少しきれいな病院にしたら、若い医者ももっと来るのではないか。

お年寄りで症状のすぐれない人たちを大部屋に入れておくのではなく、もっと何かや

りようがあるのではないかという怒りを感じた。 

 「Ｌａｓｔ Ｄｏｃｔｏｒ Ｓｔａｎｄｉｎｇ」というタイトルだが、どういう意味を含んでいるのか、

教えていただきたい。 

 

○  「Ｗａｔｅｒ，Ｎｏｔ Ｗｅａｐｏｎｓ」はすばらしくて、最後は水が流れて、緑がふさふさと高

原に広がり、涙が出るほどうれしくなった。「Ｌａｓｔ Ｄｏｃｔｏｒ Ｓｔａｎｄｉｎｇ」は、当然、現

象も何もかも違うのだが、２本を並べて見るとこちらは気分が落ち込んでしまう。高

野さんが老骨にむち打って頑張っているのは事実だが、そこで終わるのでは、救いが

ない。 

 最後にポジティブになれればいいのだが、これは最後まで「つらいよね」、「おかし

いんじゃないか」と思ってしまう。その「おかしいんじゃないか」という思いが番組

に出てくるといいのかもしれないが、出るような気配ではなかったので、先生が痛々

しくてつらかった。 

 

○  気になったのは、やはり行政との関わりだ。私がうまいと思ったのはどこかの役所

の人がドアを閉めるときに、ガツンと先生の座っている椅子にぶつけてそのまま閉め

たシーンだ。あの無神経さによってすべてを表そうとしているのであれば、すごいメ

ッセージだと思って感心した。 

 率直に言うと、担当者が逃げるのだったら、やはり県庁なり市役所なりへ行って、

いったいなぜ支援してやらないのかということをもう少し議論してもよかったのでは
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ないか。われわれが納得するかどうかは別として、何か分からない感じで終わってし

まう行政の関わりが気になった。 

 高野さんは火災で亡くなったようだが、出火の原因は別として、やっぱり１２月３

０日に火災で亡くなったことを出さないと、この人は病気で亡くなったのか、突然倒

れたのか、事故にあったのか、分からない。今は次の人がすぐ来てやっているという

ところを、伝えるとよかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） この番組は地元の福島放送局のディレクターが制作して、やはり「ＥＴ

Ｖ特集」で去年１０月に放送されたものだ。先ほどの中村さんの番組と同

じく、早く英語で伝えたいということで、年末に、元のサイズの６０分を

１０分ほど短くしようという話をしているさなかに、先生が亡くなった。

年末年始でもあり、こちらの作業も止まっている中での、火災による不慮

の死だった。地元のディレクターたちは、地元のニュース、あるいは番組

として１月から、国際放送向けの作業を中断して追加取材をした。そして

東北地方のローカル放送で２月初めにその後の状況、まさに今話にも出て

いたが、行政が今後どうやっていくのかということも含めて続報を出した。 

地元局は引き続き取材をしているし、院長先生の後継も当初は２か月ぐ

らいの限定で１人来たのだが、４月からは期限を決めない形でもう１人違

う院長が来るとのことなので、すぐ病院がなくなるといった状況ではなく

なり、何とか存続して行けることになった。では、その後はどうするのか、

どう支えていくのかということについては、今地元で議論になっているよ

うだ。また地元の追加取材、番組の状況を見ながら、続編などがまた英語

化できるのか、引き続きこちらも意識していきたい。 

タイトルについては、まさに孤軍奮闘しているのと、地域的にも避難し

なければいけないような状況の中で、ほかに頼る病院がほとんどないとい

ったあたりの事情を含めて、英語に詳しい者とも相談して決めた。若干、

なじみのないタイトルだったかもしれないが、このあたりも今後、続編を

作るときは検討していきたい。 

 

○  「Ｌａｓｔ Ｄｏｃｔｏｒ Ｓｔａｎｄｉｎｇ」という英語タイトルは、とてもいい感じがする。 

 

（ＮＨＫ側） 映画のタイトルなどもヒントにしたものだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） きょうは２本の番組について意見をいただいた。特に「Ｌａｓｔ Ｄｏｃｔｏｒ Ｓ

ｔａｎｄｉｎｇ」については、なぜこんな状況が起こっているのか、なぜこれが

放置されているのか、これからどのように解決されていくのかという部分

が分からないという指摘だった。震災関連の番組では、課題は分かった、

大変なことだ、では、どうするのか、というところがないではないかとい

う指摘を頂くことがある。われわれもその点について取材をしていないわ

けではないが、一番組単体で取材した場合にはなかなかそこまで行き着か

ないこともある。 
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  放送現場によく言うのは、単に課題を提起してそれでおしまいではなく、

どういうふうに解決していったらいいのか、その道筋を示すような、どこ

かの場所の取り組みでもいいし、あるいは誰かの動きでもいいので、そう

いうものを番組の中に入れていくべきだということだ。しかし、なかなか

そこまで行き届かないところもある。そういう場合にはやはり、継続的に

追って行く。さらに深掘りができるようにさまざまな取材を積み重ねてい

くことが必要だと思うので、今後は、きょうのご意見なども踏まえて、さ

らに良い番組を作っていきたい。 

 

○  きょうは、この番組を見られてよかった。そうでないとこういう人のことも知らな

いし、こういう番組も知らなかった。テレビの前に座って、番組に引き込まれて、あ

あよかったなあと思って終わると大変満足感がある。いい機会を頂き、感謝したい。 

 

○  最近の視聴番組は満足感の高いものが多い。 

 

（ＮＨＫ側） 望外の言葉を頂き、感謝申し上げる。 
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ついて説明があり、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資

料を配付し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

副委員長 内永ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委  員 大西  洋 （㈱三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員、 

   ㈱三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員） 

委 員 木山 啓子 （特定非営利活動法人 ジェン 代表理事） 

委  員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜１月の審議会 視聴番組「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＦＯＣＵＳ」 

Ｊｏｕｒｎａｌｉｓｍ Ａｃｒｏｓｓ Ｂｏｒｄｅｒｓ： Ｔｈｅ Ｔｒｕｔｈ Ｂｅｈｉｎｄ ｔｈｅ Ｐａｎａｍａ Ｐａｐｅｒｓ 

（「追跡パナマ文書」）について＞ 

 

（ＮＨＫ側） この番組は、ＮＨＫと現地香港のＨＫＯという放送局が共同取材をして

いる。香港側が現地で取材をしていて、対象の会社についても取材を行っ

ていた。 

  今回、取材協力者という位置付けで、一般の人に同行してもらい、香港

取材を行った。渡航費用はＮＨＫが負担をした。 

 

○  犯罪性がある現実に向き合った場合は、きちんと対応しないと危険だ。国内放送番

組の取材は「あうん」の呼吸で行われてきたことがあるかもしれないが、それを国際

放送で放送したときに、何らかのトラブルに巻き込まれない保証はない。国際放送の

グローバル・スタンダードがどうあるべきかを考えることにもなるので、他局の取り

組みを知っておくことは重要だ。 

 

（ＮＨＫ側） 今回の番組は調査報道であると同時に、海外メディアとの協力で作った

という点で、作り方としても非常に珍しいケースだったが、国際的にも話

題を呼んだ重要なテーマだということで放送した。取材時の安全性につい
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ては、どうやって高めて行くのか、制作現場と検討したい。 

 

○  取材にしても何にしても、グローバル化の時代に、日本国内だけの考え方や常識は

意味を失っていく。国際放送は、世界のいろいろな状況の中にある人たちや事柄を対

象にしているので、日本的な意味での良さが、脇の甘さになる可能性もないとは言え

ない。そういう意味でもう少し明確なスタンスをとったほうがいいと思った。 

 

○  国際放送の番組審議会で出た意見や議論のうち、国内放送に関わることを国内の番

組審議会で報告して議題の一部にしてもらうということができないか。今後、国内放

送と国際放送の連携が密になるなら、番組審議会どうしが連携してもいいのではない

か。 

 

（ＮＨＫ側） 国内の番組審議会の議題を国際放送番組審議会が提案する仕組みにはな

っていない。しかし本日のように委員から頂いた意見や要望は、きちんと

受け止めて制作部局に伝え、さまざまな角度から検討して改善の手掛かり

にしていく。 

 

 

＜視聴番組「Ｓｅａｒｃｈｉｎｇ ｆｏｒ Ｈｏｐｅ ＆ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」 

世界の“ハッピー”を探して～若者たちのフォトコンテスト～ 

      （ＮＨＫワールドＴＶ １月２２日（日）８:１０ほか） 

「Ｒｅａｄｉｎｇ Ａｌｏｕｄ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ」吉永小百合×坂本龍一 朗読会 

（ＮＨＫワールドＴＶ ２月１２日（日）９:１０ほか）について＞ 

 

○  「Ｓｅａｒｃｈｉｎｇ ｆｏｒ Ｈｏｐｅ ＆ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」について。ＳＤＧｓ（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖ

ｅｌｏｐｅｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ：持続可能な開発目標）を取り上げたのは、とてもすばらしい企画

だと思った。キーワードとしては「Ｌｅａｖｅ ｎｏ ｏｎｅ ｂｅｈｉｎｄ」、誰ひとりとして取り残

さない。これがしっかりメッセージとして入っていた。 

 一般の人を参加させて、写真を撮ってもらい、このＳＤＧｓのためのアクションを

取る。そのＳＤＧｓ達成の担い手として誰ひとり取り残されることなく加わるのだと

いうメッセージとして私は受け取って、こういう試みはすごいと思った。 

 ただ、スタジオのゲストにＳＤＧｓの専門家も１人くらいいたほうがよかった。フ

ォトジャーナリストだけではなく、ＳＤＧｓを知っているＵＮＤＰ（国連開発計画）

の人や国連広報センターの人が入ると、個別事例がもっと意味あるものとしてフォー

カスされたと思う。 

 審査委員長のレスリー・キーさんが、Ｏｎｅ ｐｈｏｔｏ ｃａｎ ｃｈａｎｇｅ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ、１枚の

写真が世界を変えられると言っている。これは非常に大きなメッセージだ。これは音

楽であったり、詩であったり、写真に限らない。そのメッセージを胸にもう１つの視

聴番組「Ｒｅａｄｉｎｇ Ａｌｏｕｄ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ」を見ると、吉永小百合さんの３０年の活動が世

界をどのように変えてきたのかというメッセージが入っていない。プログラム全体と

しては非常に完成度が高くておもしろかったが彼女の朗読によって影響を受けた人た
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ちがどう変わったのかに触れられれば、よりおもしろくなったと思う。 

 もう１つ思ったのが、原爆詩はずっと日本語で語られ、英語の字幕が入っていた。

私たちは日本語が理解できるので、この字幕はリーズナブルだと思うが、日本語が分

からずに字幕だけを見たときに、同じメッセージが海外の人に伝わるかどうか、われ

われには判断し切れない。吉永さんのような俳優や声優が英語の朗読をしてもよかっ

たのではないか。 

 また、吉永さんは原爆詩に加えて福島で生まれた詩も朗読している。日本人の中で

はこの２つが何となくつながるが、海外の人が同じように、この２つをつなげられる

かという疑問がある。もう少し海外向けの説明があってもいいのではないかと感じた。 

 

○  最初の「Ｓｅａｒｃｈｉｎｇ ｆｏｒ Ｈｏｐｅ ＆ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」は、写真を使ったのはとてもよか

った。そしてレスリーさんが日本人以上に日本人っぽくて、彼自身がずっと世界が平

和にということを考えて活動してきたことが、うまく写真を通じてプレゼンテーショ

ンできていた。このＳＤＧｓの１７のテーマについては、ぜひ継続的に取り上げてい

ただきたい。最近、写真がいい意味で見直されてきて、写真１枚でいろいろなことが

変わるということが現実の世の中で起きているので、タイミング的にもよかったと思

う。ＳＤＧｓの考えや推進方法などについては、いろいろな番組でやっていただきた

い。 

もう１つの「Ｒｅａｄｉｎｇ Ａｌｏｕｄ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ」は、もともと吉永さんと坂本龍一さんの

ことを知っている日本人にとっては、とても内容の深いものだと思うが、海外の人が

見ることに配慮して、日本語と英語のバランスとか、この２人の活動によって日本の

社会にどういう変化があったのかなど、第三者的なコメントが入るとよかった。 

 

○  私もＳＤＧｓを取り上げたのはよかったと思う。写真展にフォーカスが当たってい

たので見やすかった。ただ、ＳＤＧｓのことはもっと徹底的に知っていただきたい。

この番組に全部入れ込むのは難しいが、他にどういうものがあるのか。計画があるの

なら伺いたいし、ないのならぜひ入れていただきたい。また、この番組からＮＨＫの

ウェブサイトに誘導して、１７の他の分野はどうなっているかなどを学べる仕掛けに

してもよかったと思う。 

 「Ｒｅａｄｉｎｇ Ａｌｏｕｄ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ」は、英語しか分からない人が全部見るのはきついと

思った。文字が小さくて字幕を見るのはかなり大変だ。誰に向けた番組なのか、外国

人向けでなく、在外邦人向けの番組なのかとも思った。すべての人にすべてのことを

伝えることは難しいが、やはり日本語を解さない人には難しかっただろうと思った。 

 

○  私も、海外に発信したときに海外の人がどう捉えるだろうかと考えながら見た。「Ｓ

ｅａｒｃｈｉｎｇ ｆｏｒ Ｈｏｐｅ ＆ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」では、レスリーさんと安田菜津紀さんが登場し

ていろいろコメントをする。それはそれで非常に説得力があるのだが、このフォトコ

ンテストでは、フォトジャーナリストの視点で何を切り取るべきなのかが明らかにさ

れず、写真の背後にあるストーリーに対する思いの方が、よりフィーチャーされてい

たように、私には見えた。 

写真で切り取れる可能性やフォトジャーナリズムの意味といったことにもう少し寄
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り添う番組だったらよかったのではないか。フォトジャーナリズムが持っている危う

さや規律は何かということが見える番組だったら見応えがあっただろう。 

あえて言葉を選ばずに言うと、どちらの番組も批判しづらい内容だ。確かに重要な

メッセージなのだが、あまりに羅列されると、「みんなでいいと言わなければいけない

よね、だってこんなにみんなが頑張っているんだもの」という雰囲気になる。これが

もう少しクールダウンした形になったらよかった。 

「Ｒｅａｄｉｎｇ Ａｌｏｕｄ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ」は、映像の撮り方におもしろさ、巧みさがあって、

ハッとのめり込んでいくような映像だった。カメラアングルやカメラワークにも苦心

の跡が感じられ、記録映像を交えていたところも見応えがあった。字幕の出し方にも

苦心していると思ったのは、詩の部分は３行とか２行とか左寄せで出し、それ以外の

インタビュー部分は２行の字幕を中央寄せで出していた。詩の内容の表現と、インタ

ビューの日本語やスペイン語の字幕変換に差を付けているところは、とてもおもしろ

い試みだと思った。 

いずれにしても、こういった批判しにくい内容をシャープにするのは大変なことだ

と思いながら拝見した。 

 

○  １つだけ気になったのは、坂本さんの言葉だった。「平和でないと芸術を楽しめない」

という言葉が最初と最後の２回出てきて、とても気になった。世界を見渡すと、紛争

中にいかに正気を保つかということで芸術が活躍する場面があるのを日々知っている

し、紛争だけではなく被災地でも芸術によって気を取り直して前に進んで行くことは

よくあったし、今もあることだ。坂本さんの考えはもちろん正しいのだが、平和と言

えない場面でも芸術がいかに人を勇気づけていくかについては、別の番組でぜひ取り

上げていただきたい。 

 

○  私も賛成だ。例えばガザ地区では、電気が通じるとまず入れるものがテレビだ。何

よりもエンターテインメントを欲しがっている。ブルース・リーが好きだとか、「おし

ん」に感動したとか、そういう話をしていたが、困難の中におけるエンターテインメ

ントの持つ意味は大きい。 

 

○  「Ｓｅａｒｃｈｉｎｇ ｆｏｒ Ｈｏｐｅ ＆ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」は、非常によくできた番組だと思う。Ｓ

ＤＧｓについて、あまりよく分かっていなかったので、この番組を通して勉強させて

いただいた。鶏肉が入っているスープを見て「お肉が入っている！こんな大きいお肉

が」と言って喜んでいる子どもたちの顔がものすごく印象に残り、私たちはもっと大

事なことを忘れているのではないかという感じを強く持った。 

「Ｒｅａｄｉｎｇ Ａｌｏｕｄ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ」については、吉永さんと坂本さんの活動は日本人と

してすばらしいと思うが、正直に言わせていただくと、「もういい、分かった」という

ところがあった。おそらく日本人はこのモードが好きなのだが、外国の人はどう感じ

るだろうか。逆に言うと半分ぐらいでも同じメッセージは出せたのではないかという

気がした。 
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（ＮＨＫ側） 「Ｓｅａｒｃｈｉｎｇ ｆｏｒ Ｈｏｐｅ ＆ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」についてだが、環境問題や気

候変動といったことをこの１０年ほど取材してきた関係で、ＳＤＧｓには

制作者として関心があり、あまりにも日本で知られていないのでもっと世

界共通のベースとして、この言葉ひとつにも意味が１７個あることも含め

いろいろなやり方で伝えたいと思い、はじめは国内放送向けに制作した。

ポップに明るくし過ぎていて、気恥ずかしくなる部分もあるが、国内では

総合テレビで１月３日、まさに翌日は仕事始めという日の夕方のファミリ

ーアワーに放送し、ＳＤＧｓの「Ｓ」の字も聞いたことがない人に初めて

ＳＤＧｓを分かってもらうための初心者入門編として、若い人の目線を通

じて語ってもらった。 

  グローバル・イシューとしては大変重要な話題であり、みんなで目標を

共有したいので、ＮＨＫワールドＴＶでも放送した。トーク部分を国際放

送用に英語で別撮りするなど、連携がうまくできたケースではないかと思

う。 

  今回は写真という切り口で、全く知らない人にも楽しんでいただけるよ

うな形で入ったが、いろいろな指摘を頂いた。これからもさまざまな知恵

を出して番組を作っていく必要があると、１本制作したがゆえに感じてい

る。 

 

（ＮＨＫ側） 「Ｒｅａｄｉｎｇ Ａｌｏｕｄ ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ」は最初、国内の報道局のディレクターか

ら提案を受け、ユースオーケストラも参加するということで、音楽専門の

部局も参加して作り始めた。国内放送版と併せて制作したのだが、結果的

に国際放送版では、動機、これまでの活動、特に世界にどう影響を与えて

きたのかが出ていないのではないかという意見を頂いた。海外での朗読活

動の映像などもあったので、国際放送版はもう少し編集を変えて、その辺

を盛り込んでいく工夫が必要だったと感じた。 

       詩の翻訳についてだが、原爆詩は、吉永さんが活動の中で大学の先生に

英語への翻訳をお願いし、すでに出版されているので、その英訳を使うこ

とにした。出版物をそのまま画面にテロップで出すことは難しかったので、

場所によっては３行、４行になったり、あるいは改行の位置もその先生と

一つ一つ相談しながら、文言を変えずに、吉永さんの顔にもかぶらないよ

うに、左に寄せたり右に寄せたりしながら作業したが、一部は顔にかかっ

てしまった。 

       国際放送の場合は、１６対９ではなく４対３という画面比率で見ている

国や地域もあるということで、４対３の範囲に入れていく中で、どうして

も顔にかかったり、楽器にかかったりというところも残ってしまったが、

そのことよりも、こちらで翻訳ができなかったというところが、反省点と

してある。もちろん訳が悪いわけではないが、もっと短い時間に印象的に

伝えるという訳し方もあったと思う。私も初めてこういう番組を担当した

が、かなり難しいところだと感じた。 
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（ＮＨＫ側） 委員の意見にあった、国内放送番組をいかに海外の人に見ていただくか

は、確かに大きな課題だ。吉永小百合さん、坂本龍一さんというとわれわ

れは説明抜きで分かるが、海外の人は必ずしもそうでもない。 

       また原発と福島といった、われわれが非常に切実に感じている問題だが、

海外の人にはピンとこない場合もある。今回は国内放送の番組を海外に発

信していく難しさと課題が、指摘を受けてわれわれもよく分かった。国内

放送の番組を海外に出していくのは非常に重要なことだが、出し方につい

て、何をどのように付け加えていくか、またリメイクするか。そういう部

分をさらに研究していく必要をつくづく感じた。 

       また、災害時や困難時の芸術の持つ力というものについても、今後の課

題として取り上げていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 国内放送で出したものを海外に出すときの課題について議論をしていた

だきたいと思って、今回の２本をセレクトした。 

  本日はいろいろな提言を頂き、われわれとしても身にしみて感じるとこ

ろがあった。貴重な意見を頂き、お礼申し上げる。 
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平成２９年１月国際放送番組審議会 

 

平成２９年１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６３２回）は１７日（火）ＮＨＫ放送

センターで７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近の国際放送の動きについて説明があり、意見交換を行った。ひき続

き、視聴番組「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＦＯＣＵＳ」「Ｉｎｓｉｄｅ Ｌｅｎｓ」について説明があり、意

見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配付し、会議を終

了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長   藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

副委員長 内永ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委 員 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委 員 木山 啓子 （特定非営利活動法人 ジェン 代表理事） 

委  員 塩見美喜子 （東京大学大学院理学系研究科 教授） 

委  員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜視聴番組「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＦＯＣＵＳ」 

Ｊｏｕｒｎａｌｉｓｍ Ａｃｒｏｓｓ Ｂｏｒｄｅｒｓ： Ｔｈｅ Ｔｒｕｔｈ Ｂｅｈｉｎｄ ｔｈｅ Ｐａｎａｍａ Ｐａｐｅｒｓ 

（ＮＨＫワールドＴＶ ２０１６年１２月１８日（日）９:１０ほか）について＞ 

 

○  前半はどの国でも作りそうな番組だと思っていたが、途中から日本のケースが入っ

てきて、サスペンス映画を見ているようなおもしろさで、飽きることなく最後まで一

気に見ることができた。 

日本人の７つのケースが出てきて、その中の１人の日本人を香港に連れて行って真

相を探ろうとする。最終的には犯人は見つからないが、それでも追及していくプロセ

スには、ＮＨＫの強さが出ていると思った。 

さらに、国税庁の人にインタビューしているが、民放ではああいう人にはアクセス

できないのではないか。調査報道には権力の監視という意味がある。そのニュアンス

がこの番組には出ていた。ＮＨＫの強みをよく出している番組だと思った。 

ただ、日本人がおもしろいと思うことを、海外の視聴者も同じようにおもしろいと

思って見るのだろうかと気になった。日本人の関係者を追った番組だったので、われ

われにとっては大いに興味があったが、例えばインドネシアやネパールの人たちが同

じようなおもしろさを感じるのかどうか、疑問が残った。 
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○  たまたま、この番組の国内放送版の「ＮＨＫスペシャル」を見ていたが、もう一度

この国際放送版を見てもおもしろかった。私たちの背後に恐ろしい闇の世界が広がっ

ていることを伝える優れた番組だと思う。私も先ほどの意見と同じく、メッセージの

普遍性が気になったが、番組のねらいとしては、世界が興味を持っているパナマ文書

を日本の視点から見たらどうかというところを伝えるのが、逆にいいのではないかと

思った。 

どこの国の人でも、この番組を見たら、自分の国はどうなっているのかと思いなが

ら見てくれるのではないか。これがＮＨＫワールドＴＶならではの良さだと思って、

私は非常に好意的に見た。今後も追及が続いていくというところが最後に強調されて

いたので、大いに期待して次を待ちたい。 

 

○  私もたまたま「ＮＨＫスペシャル」を見たが、ＮＨＫの取材力はさすがだと感心し

た。香港まで一緒に行ったりしている。しかし、出てきた事実は、パスポートの情報

が不正に使われたことだけだ。 

 明らかになったのは、７００人の日本人のほとんどは善良な市民だということだ。

これはパナマ文書事件の本質ではないが、われわれも被害者になりうるので気を付け

ないといけない。海外に発信するのであれば、あの事件全体と日本との関わりはどう

だったのかとか、別の側面や巨悪について今回の調査で分かったことなど、もう少し

突っ込めればおもしろかった。それはともかく、取材の努力には敬意を表する。 

 

○  演出面で聞きたいことがある。国内で「ＮＨＫスペシャル」を放送し、そのあと国

際放送版を作るときに、あらたに取材して加えたのはどこで、編集で何を落としたの

か。音楽は国内版の「ＮＨＫスペシャル」から変えたのか、変えなかったのか、など

の点が気になった。 

また、香港に行ったＮＨＫの取材者が現地の女性と握手しているアップが、握手し

ていないように見えたのも気になった。確かに香港の女性は握手していたのだが、手

をギュッと握らずに、何となく出しているような様子が気持ち悪かった。 

しかし最も重要なことは、被害者の一人の女性が中盤から香港に行き、いわゆる被

害者の話になっていくのだが、そこに違和感をおぼえた。これはパナマ文書にフォー

カスする番組で、一人一人の被害者に光を当てるものではない。一人の女性の登場で

話が小さな方向に行ってしまったのが残念だった。 

 

○  国内放送の「ＮＨＫスペシャル」は見ていなかったので、興味深く番組を見た。前

半では事件の背景が描かれ、よく中身が分かった。後半に関しては、被害者の一人の

女性が香港に行き、自分のパスポートからどうしてペーパーカンパニーができてしま

ったかの経緯を知るということで、分かりやすかったと思う。 

 

○  私も国内放送版を見ていなかったのでとても面白かった。特に前半のところは興味

があったが、後半がちょっと小さくなってしまったのが残念だった。 

国際的にメディアやジャーナリストが連携するのはすごいことだと感心した。これ

からのニュースは１か国で終わることにはならない。たぶん世界中のいろいろな国で
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ジャーナリストたちが政治権力から独立した立場で取材し、メッセージを出していく

という、とても重要な１つのパワーになるのではないか。 

誰が何を言い出してああいった仕組みができたのか、聞いたところではＮＨＫの国

際放送の方々が連携に努力したそうだが、そうだとすれば本当にすばらしいことだ。

今回はそこのポイントに感心をしながら拝見した。 

 

○  まず、作り方が大変おもしろかった。ミステリーを解いていくような作り方がうま

いと感心した。続いて、ペーパーカンパニーがどのように利用されていったのかにも

う少し時間を割いてほしかったと思う。ペーパーカンパニーが作られたことは分かっ

たが、それがどのように脱税に使われていったのかが説明できれば、もう少し分かり

やすかった。また、日本の会社からこの仕事を請け負ったという日本語ペラペラの香

港女性をどうやって見つけ出し、取り込んでいったのか。これがジャーナリスト網の

中での協力から浮き上がってきたのだということが分かると、さらにおもしろく見ら

れたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 今回のパナマ文書の番組は、ご指摘のように、海外メディアの国際協力

関係に１つのベースを置いて作っている。海外メディアとの協力は２、３

年前ぐらいから徐々に機運が盛り上がっていて、ＮＨＫもそれに参加し、

知見を共有してきた。今回このパナマ文書の問題が出てきて、国際協力の

枠組みでこのパナマ文書を取り上げてみようということになり、ＮＨＫも

参加した。参加のしかたとしては、まず素材を共有し、それを報道した成

果も共有するということで、世界各国のメディアで協力をしながら全体像

に迫っていこうという１つの試みだった。 

  ＮＨＫがこのパナマ文書にどういうアプローチをして、どういう成果を

得たかを各国と共有しつつ、さらに各国がどういう取り上げ方をしたのか

を、われわれも見ていく。パナマ文書の全体像をつかむのは非常に難しい

ことだが、各国のメディアがさまざまな努力をするうちに全体像が見えて

くる。そういう枠組みの中で、われわれが新たに伝えていけることがある

のではないか。 

  先ほどの発言にあった、日本人がおもしろいと思ったことが世界の人た

ちにどう伝わるのだろうか、ということは、われわれが国際放送を出して

いく中でいつも直面する問題だ。これは本当におもしろいのだろうか、こ

れを見て役に立っているのだろうかなど、さまざまなことを考えるが、１

回だけで終わらせずに、さまざまな反響や反応、批判、おほめの言葉など

を、次に番組を作るうえでの参考にしてつなげていきたい。 

  特にパナマ文書については、引き続き、さまざまな問題意識で迫ろうと

考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 私は今回の「パナマ文書」では、国内放送の「ＮＨＫスペシャル」には

関わらず、国際放送版の担当として参加した。ご質問のうち、私が把握し

ている点についてお答えしたい。 
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  香港の女性の握手の件は編集室でも議論になったが、あのシーンは他に

選択肢がなかったので、あのような編集になった。ただ、彼女はもともと

ああいう握手をする人だそうだ。 

  それから、海外発信として強調したかった点は何かという質問だが、国

内放送の「ＮＨＫスペシャル」では、日本人の個別のケースを最初から取

り上げて紹介していた。しかし海外発信の場合は日本人の個別のケースか

ら入っても理解を得られないのではないかということで、パナマ文書とは

何なのかというところから説き起こして、前半３分の１ぐらいを全体の背

景説明にした。つまり、国際的なジャーナリストたちの連携に重きを置い

て作り変えたのが１番のポイントだ。 

  音楽は変えたのかという質問だが、基本的には国内放送の「ＮＨＫスペ

シャル」と同じ音楽を使っている。作り変えた部分もあるが、基本は「Ｎ

ＨＫスペシャル」のトーンをそのまま踏襲している。 

 

○  握手の件だが、映画的な意味では、あれを１つのボディーランゲージとして監督が

切り取った場合、やる気のなさを強調する表現に見える。「間違った印象を与えないよ

うに、もう一回ギュッと握ってください」と言えなかったのなら、そのカットを使用

すべきではなかったかもしれない。 

 

○  先ほど説明された国内放送と国際放送の違いについては、国際放送的な方針がよか

ったと思う。国際的に協力し合いながら取材し、どこに問題があるのかを指摘して、

日本では具体的にこんなことがある、というほうが腹に落ちるのではないか。国際放

送でそういう編集方針を採ったのはすごくよかったと思うし、国内放送でもそうした

ほうがよかったのではないかと個人的には思った。 

 

○  被害者の女性の一人が香港を訪れたが、取材クルーが彼女について行ったのか、取

材クルーが彼女を連れて行ったのか。 

 

○  これはとても大事なことだ。どこまで出演者として関わったのか。ＮＨＫが旅費を

払って、ホテル代も払って、ということになると、いろいろな議論が出てくるような

気がする。 

 

○  私は交通費をＮＨＫが負担することがあってもいいのではないかと思う。自分でお

金を出して現地に行ける人は相当限られるし、今回のような話に限らず、いろいろな

人たちを外国の思い出の場所に連れて行ったときの反応がほしい場合に、経費を全部

その人に負担させてしまうと、取材対象がかなり狭くなってしまうのではないか。謝

礼を出すのは賛成しないが、交通費を出すことは「なれ合い」とか「やらせ」とは違

うのではないかと思う。 

 

○  今の意見に賛成だ。あまり厳格に考えてしまうと、本来の意味での取材に逆の制限

が入ってしまうと思う。一緒に原因究明をしましょうという関係なら、いいのではな
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いか。 

 

 

＜視聴番組「Ｉｎｓｉｄｅ Ｌｅｎｓ」 

・ＣＨＩＬＤＲＥＮ’Ｓ ＴＥＡＲＳ －Ｓｅａｒｃｈｉｎｇ ｆｏｒ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｆａｔｈｅｒｓ 

  子どもたちの涙 ～日本人の父を探し求めて～ 

（ＮＨＫワールドＴＶ ２０１６年８月２２日（月）１０:３０ほか） 

・Ｒｉｓｉｎｇ Ｆｒｏｍ Ｓｉｌｅｎｃｅ  沈黙から立ち上がる ～よみがえれ！“希望の歌”～ 

（ＮＨＫワールドＴＶ ２０１６年１０月３日（月）１０:３０ほか）について＞ 

 

○  最初の番組は「子どもたちの涙」ということで感動した。家族に会えた人と会えな

かった人の対比が非常によくできていて、現実の姿をうまく描き出していると思った。

一番感動したのは、最後のシーンだった。椅子の上のチューリップの絵本には、ジー

ンとくるものがあった。１枚の絵が持つメッセージが非常に熱く伝わってきた。 

 ２本目の「よみがえれ！“希望の歌”」は、１本目に比べて若干質が落ちた印象だっ

た。合唱の練習シーンが多く、あれほど頻繁に画面に出さなくてもよかったのではな

いか。テーマは、文化的な和解で、扉を正面からたたいても開かないので、アートと

ミュージックでわれわれは和解を図るのだという、そのメッセージが伝わってきたし、

それを若い人に伝えたいという思いもよく伝わってきた。 

 問題は構成の仕方だと思う。歌っているシーンが多く、飽きていたところで警察の

シーンが始まり、ちょっとおもしろいなと感じた。警察のシーンが入ったおかげでリ

アルなインドネシアの権力、あるいは政府側のレスポンスを知ることができたと思う。 

 

○  ２本ともよかったが、「子どもたちの涙」は日本軍兵士の子どもたちの苦悩が痛切に

伝わってきた。皆さんがそれぞれの人生を送って来て、父親探しに関してもいろいろ

な結末があって、状況は違っても物事の捉え方しだいで一人一人の人生にもたらすも

のが変わってくるのだということも感じられた。 

 しかし一番強く感じたのは、戦争がどれだけ長い間、一人一人の人生に影響を与え

るのか、悲しい思いをさせ続けるのか、ということを訴えかけた印象的な番組という

ことだ。父親に会えてよかったという美談だけではなく、現実の重みが鋭く伝わって

きてよかった。 

 「よみがえれ！“希望の歌”」については、１９６５年のクーデターのことを知らな

かったので、情報として学べてよかった。民主化が進んで、世界に門戸を開いている

からこそ、こういう番組が私たちの目に触れたのだということで、この「Ｉｎｓｉｄｅ Ｌｅｎｓ」

の仕組み自体がとてもいいと思った。 

 この番組は英語のナレーションがなく、全編字幕だったので、ちょっと分かりづら

いと思いながら見ていたが、文章の中にとても普遍的な価値観が入れ込まれていて、

和解をもたらすための努力を政治ではなく文化で、ということに感銘を受けた。諦め

ないこと、寛容の心を持ち続けること、力を合わせること、相手に届く工夫をするこ

となど、この人たちがさまざまな努力をしていることが伝わってきた。 

 こういう質の高い番組を放送するには、どうしたらいいのか。例えばコンペティシ
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ョンやアワードということもあり得るのではないか、ウェブで番組に対しての投票を

募れば、視聴率も上がるし視聴者の好みも分かるのではないかと思った。 

 

○  ２本とも大いに見応えがあった。冒頭に誰がどんな作品として作ったかという作者

のクレジットがあり、そこから番組がスタートするのはすばらしいと思った。どうい

ったオリジンかというのも分かるし、ドキュメンタリーでありながら第三の目という

か、制作者、ディレクターの目がきちんとあるのだということを初めに理解したうえ

で始まるのはすばらしいと思う。 

 ただ、「子どもたちの涙」はどこまでが関連の資料映像でどこからがイメージ映像な

のかが分からなくなることがあった。墨絵で家族の肖像画のようなものが出てきたと

ころや、イメージ的に使う少女の背景像とか、関連が明らかなところや、イメージシ

ョット然としたところは分かるが、不意にチューリップ畑が出てくると、どこのチュ

ーリップ畑なのか分からなくなることがあった。話の内容をきちんと拾えていない部

分があったのかもしれないが、どうしてこんなに情緒的なイメージを使ったのか、そ

こで何を伝えたかったのか気になった。 

 「よみがえれ！“希望の歌”」は、やはり歌っているシーンが多い。情緒的な部分が

多く、過去の映像と、今歌っている女性たちと、インタビューという３点をぐるぐる

回る世界観だった。それが彼のスタイルなのであれば、単調に感じるので、もう少し

奥行きを感じさせる工夫があればいいと思った。 

 

○  「子どもたちの涙」については、先ほどの意見のように、これは追憶なのか、それ

とも現実なのか、よく分からないところがあったが、優れた作品だと思った。ニッピ・

ノヤさんの太鼓の音をバックに流して、非常に芸術的だ。極めて複雑な問題をくどく

ど説明しないで、さまざまな犠牲者を次から次へと重層的に出していっている。 

 オランダは戦争捕虜の問題で日本に対して一番激しい感情を持っている国だと言わ

れる。しかし話がそちらへ行ってしまうと収拾がつかなくなるのでギリギリのところ

で切り分けていた。スピード感もあるし、１つのカットが長すぎないし、切り替えも

うまいし、ディレクターの砂田有紀さんは、優れた手腕を持った人だと思った。 

 「よみがえれ！“希望の歌”」は途中で飽きた。「子どもたちの涙」のニッピさんの

太鼓の芸術的な音と比べて、流れ続ける歌が決して上手ではなく、ずっと聞いている

のはつらかった。そこに警察が出て来て、これからおもしろくなるなと思ったら尻切

れトンボで、あの後どうなったのか、警察が勝ったのか、女性たちが勝ったのか、よ

く分からない。脚本にもう少し枝葉を付けたり、別の伏線を絡ませたり、そういうこ

とができなかったか。例えば、かつては迫害した側だったが今は後悔しているおじい

さんたちが、あのときはしょうがなかったが罪なことをしたと語るシーンを入れると

か、いろいろな手法があったと思う。 

 

○  まず「子どもたちの涙」は、番組が始まって、太鼓と最初の映像を見たときは、最

後まで見られるかどうか不安だった。しかし見て行って、とてもいいなと思ったのは

ピアノだった。メロディーもすばらしく音程もとてもよくて、誰だろうと思って見て

いたら、最後にニッピという人のめいの娘と画面に出た。その人が弾いていると最後
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に分かり、ああそうだったのかと思って、感動した。 

 番組としてはすばらしかった。日本で最後に戦争があったのは、そんなに昔ではな

いのだが、こういうダークヒストリーを背負った人たちに直接会う、コーラスに出合

うようなことは日常ではない。しかしそういう人たちがそんなに遠くないところにい

るということを改めて知り、その点についても、よい番組を見せていただいたと思う。 

 番組にスピード感があったという意見には同感だ。ではほかの制作者、例えば２本

目のディレクターがこの題材でドキュメンタリーを作ったらどんな展開になるのか、

想像してみるとおもしろい。日本人の目から見れば、日本の暗い歴史を扱ったテーマ

だが、また違った視点で作られるのだろうと思う。 

 「よみがえれ！“希望の歌”」は、歌は興味深かったが、単調さが目についた。先ほ

どの意見にもあったが、ナレーションがなく、ずっと字幕で、少し目を離すと話が飛

んでしまうので、映像を見続けなければならないのがつらかった。 

 

○  「子どもたちの涙」で心に残ったのは、ニッピさんを兄弟として受け入れるかどう

かを兄弟の中で協議したときに、長男は反対だったがほかの兄弟が、いいだろうと言

ったので受け入れることにし、のちに長男は何の屈託もなく「あの男の顔を見たとき

に親父にそっくりだなと思った」と語っていたシーンだ。これを聞いたときに、ああ

血のつながりとはこういうものなのかと、変なところでとても感激したが、見せても

らってよかった。 

 

○  私は２本とも積極的な評価はできなかった。こういういい話、いいストーリーが出

てくるだろうと思っていると、そうなっていくので、番組としては、つらいと感じた。 

 「子どもたちの涙」については、中国残留孤児とか、米兵が日本に残していった方

など、同じような境遇の人たちがたくさんいる。大半の人はその境遇に適応して生き

てきたのに、一部の人は亡き父を探すという行動を始める。だが、それは７０年もた

った出来事だ。今さらどうするのか。子孫たちが生活している場所を訪ねてお墓参り

をしたいと思ったら、普通はこっそりするだろう。面と向かって聞いても、向こうが

受け入れる訳はないだろう、と心の中で思った。 

 「よみがえれ！“希望の歌”」は正直なところ、あのおばあさんたちの歌がかわいい

と思っていた。しかし長いことは長い。歌が半分の長さだったら面白くなったのにと

思った。また、インドネシア政府はこういうものは邪魔をせずに作らせるのだという

ことがわかった。 

 

（ＮＨＫ側） どうやって企画を探しているかについて説明したい。世界のいろいろな

場所で毎月のようにドキュメンタリー関連の国際イベントが開かれてい

るが、そこで行われるピッチング・セッションという提案会議が企画を見

つける主な場になっている。事前に応募した数十本の企画から１０本ぐら

いを選んでプレゼンしてもらい、企画の買い手を探す「お見合い」のよう

なものだ。こちら側にはＮＨＫなどの放送局や、アメリカのサンダンスな

どのファンドからプロデューサーが来ていて、いい企画に対して出資や共

同制作の話を進めることができる。そこで見つけた企画や、知り合った制
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作者の他の企画の中から「Ｉｎside Ｌｅｎｓ」向きの企画を見つけるというのが

最も多いケースだ。 

  今回の「子どもたちの涙」は、すでに完成した作品の放送権を購入して、

編集で短縮版を作り放送した。したがって取材の厚みが違う。ならば完成

した作品だけを買っていればいいのではないかと思うが、アジアの制作者

たちには完成版を作る余裕がない。自分たちの手弁当と海外から少しずつ

集めたお金で取材を積み重ねている。 

  「よみがえれ！“希望の歌”」のディレクターは別の企画で何回も提案

を出していたが採用実績はなかった。しかし非常に実直な人で地元でも高

い評価を受けているのは知っていた。この企画は確かに底が浅いところが

ある。取材を始めて１か月から２か月のところでたまたま話があったので、

制作に踏み切ったが、素材が少ないこともあり重層的に作ることができな

かったのは反省材料だ。 

  今後もそういうお国ぶりを反映した企画のリサーチを続けていくつも

りだが、委員が言ったように、たとえば１年間を通じて最も優れた作品を

投票で決めて、賞を贈ることができれば、各国の皆さんの励みになるので、

いいのではないかと思う。 

 

○  「子どもたちの涙」は、国内放送はしないのか。 

 

（ＮＨＫ側） すぐに予定はないが、実は今回の番組のほかに、編集や番組の長短が異

なるいくつかのバージョンがある。ＮＨＫのどの放送波、時間枠で放送す

るのがいいかを見極めて放送提案することを検討していきたい。 
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平成２８年１２月国際放送番組審議会 

 

平成２８年１２月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６３１回）は２０日（火）ＮＨＫ放

送センターで８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近の国際放送の動きについて説明があり、意見交換を行った。その後、

「平成２９年度国際放送番組編集の基本計画（案）」の諮問にあたり、説明を行った。審議

の結果、番組審議会として原案を可とする旨、答申することを決定した。ひき続き、視聴

番組「Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ」、「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」、「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」について説

明があり、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配付

し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長   藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

副委員長 内永ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委  員 大西  洋 （㈱三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員、 

   ㈱三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員） 

委 員 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委 員 木山 啓子 （特定非営利活動法人 ジェン 代表理事） 

委 員 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 会長） 

委  員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２９年度国際放送番組編集の基本計画（案）」について（諮問・答申）＞ 

 

○  先月の審議会の意見交換を踏まえた「平成２９年度国際放送番組編集の基本計画

（案）」は、原案どおり可とする答申をしたいが、よろしいか。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） ご承認いただき、お礼申し上げる。番組審議会で答申を得たので、この

後、この「基本計画（案）」を１月の経営委員会に提出する。経営委員会

の議決が得られたら、来年度の具体的な番組編成を決定し、２月の番組審

議会で「平成２９年度 国際放送番組編成計画」として改めて説明する。 
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＜視聴番組「Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ ～ＫＥＩＫＯ ＹＯＮＥＹＡＭＡ：Ｕｎｃｏｖｅｒｉｎｇ Ｃｈｉｌｄ Ｐｏｖｅｒｔｙ～ 

（米山けい子 ＮＰＯ法人 フードバンク山梨  理事長） 

（ＮＨＫワールドＴＶ １０月３０日（日）10:10 ほか） 

「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」 

-ＣＡＲＥＧＩＶＩＮＧ ＴＲＡＧＥＤＹ (介護殺人) 

（ＮＨＫワールドＴＶ  ８月３日（水）20:00 ほか） 

-ＰＵＴＴＩＮＧ ＰＲＥＧＮＡＮＣＹ ＯＮ ＨＯＬＤ  (卵子凍結)  

（ＮＨＫワールドＴＶ １２月１日（木）20:00 ほか） 

「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」 

-ＣＯＮＴＲＯＶＥＲＳＹ ＯＶＥＲ ＰＨＯＴＯＧＲＡＰＨ（亡くなった少女の写真） 

（ＮＨＫワールドＴＶ １０月１９日（水）13:00 ほか） 

-ＥＮＣＯＵＲＡＧＩＮＧ ＳＥＮＩＯＲＳ ＴＯ ＷＯＲＫ（高齢者労働力を生かして） 

（ＮＨＫワールドＴＶ １１月１８日（金）19:00 ほか）について＞ 

 

○  ニュースや番組を通じて、日本の実情を海外の視聴者にどのように伝えるべきかと

いう意識で番組を見た。 

「Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ」は、日本での貧困の状況が説明されていなかったので、海外の

人には分かりにくかったのではないか。番組で紹介しているのは、非常に優れた実践

例だと思うが、そういう背景を意識していれば、より本質に迫る番組ができたのでは

ないか。 

以前の日本ならコミュニティーの中で解決できた問題が、今では解決できなくなっ

ている。その現状に対してなされた取り組みの事例として非常に重要なものだったと

思う。 

「亡くなった少女の写真」では、最後のコメントで、いじめというのはすべての人々

の問題で、当事者だけの問題ではないという締めくくりがあった。それが今回見た、

すべてのリポートに共通な問題意識ではないかと感じた。 

一方、「卵子凍結」と「高齢者労働力を生かして」は、どちらも日本の社会問題に取

り組んでいるが、方法が違う。２つを比べて見るとおもしろいと思った。まず「高齢

者労働力」は、日本だけの問題ではなく、中国、韓国、台湾、あるいはタイでも大き

な問題になっている。高齢者がホワイトカラーの仕事をつかめない。それに対して若

手がＩＴ技術を使ってＷｉｎ-Ｗｉｎのソリューションを考えている。これはすばらしい構

成だったと思う。 

それに対して「卵子凍結」は、以前はがん患者など医療上の問題がある人にとって

重要なことだった。がん治療を受けている間に放射線を浴びて子どもが産めない体に

なってしまうことがある。だからこういう技術が大事だというバックグラウンドがあ

った。それが今では病気がなくても、仕事などの都合で卵子凍結をする人が増えてい

る。その辺りの事情は、きちんと踏まえるべきだ。この医療技術で解決できない問題

をどう解決するのか、底が見えないままリポートが終わっているが、その辺りを今後

フォローアップできればおもしろいと思う。 

「介護殺人」の問題にも「卵子凍結」と同じようなところがあり、日本の社会改革

が大事だと言っているが、具体的な成功例が描き出されていない。地方のいろいろな

ところを取材すればよい対策もあると思うので、今後そういうものも紹介できるとい
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いのではないか。 

 

○  ５つのテーマが取り上げられたのは非常によかったと思う。米山けい子さんの児童

貧困に対する取り組みも必要とされていることなので、紹介してよかったと思うが、

貧困が生まれるのは構造的な問題であるということを、もっと強調してもよかったの

ではないか。 

 他のリポートについても、時間の制約はあるが、構造的な問題として取り上げるこ

とができたと思う。例えば全部を「働き方」という大きなテーマの中の個別テーマに

して、同じ切り口でさまざまなテーマを論ずることも可能ではないか。そうすると非

常に深掘りができて、参考になる解決方法が提示できるのではないか。 

 

○  日本が抱える社会問題を取り上げたのはよかったが、こういう取り組みに対して行

政が何を考えて、どんな関わりを持っているかということについても触れてほしかっ

た。 

 「卵子凍結」は、今も話があったが、医療技術だけの問題ではなく、昨今は女性の

社会進出の問題、晩婚化、独身化、働き方改革、倫理観などが背景にあるのだと思う。

１つ残念だったのは、スタジオのＱ＆Ａで担当の記者が、出産後は短時間勤務という

ことで女性が今置かれている社会状況に触れたのだが、話が別の方に進んでしまった。

社会問題の本質的なところをスタジオで議論する場があるとよかった。 

 「介護殺人」には、人それぞれの見方があると思う。さまざまな背景から、ああい

う結果になってしまったが、母親を殺めて罪に問われた男性のインタビューは生々し

すぎた。本質的なところに触れるには最も端的だという判断があったのかも知れない

が、少し抵抗感があった。 

 「亡くなった少女の写真」については、時間が短いこともあり、いじめの実態の問

題なのか、行政の対応の問題なのかという点で、焦点がぼやけていた。 

 「高齢者労働力を生かして」については旬の話題なので、非常にいい事例を取り上

げていただいたと思う。 

 

○  重いテーマが多かったが、それについてのメッセージを発信することは非常に大事

だ。海外の視聴者からどんなリアクションが来ているのか興味がある。ぜひ反響のフ

ィードバックもお願いしたい。 

 「Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ」については、日本でこんなことがあるのだということを改めて

認識したというのが実情だった。これだけの問題を放置しているわれわれ自身に危機

感を感じるとともに、米山さんの孤軍奮闘ぶりに頭が下がった。日本全体ではこうい

うこともあると、地図上の点で示していたが、もう少し具体的な紹介があれば、全国

的な動きが実感できたのではないか。 

 「介護殺人」については、非常に現実感があって、「ああ、そうか」と感じることが

多く、これは日本が抱えている現実の問題だということを改めて認識した。 

 

○  子どもの貧困の実態は想像以上に深刻だ。もう少し実態に迫る場面が撮れなかった

のかという気がする。子どもたちが食べているのは、フードバンクから行った食料だ。
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しかし、今は子どもたちが食べるものがないのが現実だ。親も帰って来ないので、子

ども２、３人だけで氷をなめて過ごすなど、悲惨な場面があちこちにある。そちらの

方がインパクトはあったのではないか。 

 また、全体にスピード感が足りない気がした。これは番組が子どもの貧困のドキュ

メントではなく、個人の物語だったからだ。子ども食堂に群がる子どもたちとか、お

金がないので風呂にも行けず、級友にバカにされないように一生懸命消臭剤を体につ

けている女の子たちとか、多面的な映像があってもよかった。フードバンクだけでは

なく、ほかにもいろいろなことをやっている人たちがいる。一人の人物だけを取り上

げてこの番組を構成したために、スピード感を欠いたのではないかと思った。 

 子どもの貧困は、われわれが直面しなければならない大きな課題であるだけに、も

う少しシーンを積み重ねて、このテーマを取り上げてもらいたい。 

 「卵子凍結」は見ていて感心し、インパクトがあった。リサーチを非常によくやっ

ている。何人の女性が来たが、そのうち卵子が使われたのは何人だけだとか、出産に

至ったのはもっと少ないとか、全体像が非常によく分かったし、取材力はかなりあっ

たと思う。 

 ただ、スタジオでのトークが、原稿の字を一生懸命読んでいる印象が強かったので、

取材した人ではなく専門家を入れて、日本語でやってもいいのかなという気がした。 

 「介護殺人」は極めて重い現実だ。他の委員の発言にもあったが、政府なりソーシ

ャルワーカーなり、第三者や専門家の意見も出して、見ている人が一息つけるように

しないと、ご飯ものどを通らなくなってしまう場面だった。 

 「高齢者労働力を生かして」は、中途半端だった。高齢者がホワイトカラーの仕事

に就きたいが、求人とのミスマッチがあるというのは当たり前の話で、だからどうな

のだと思ってしまう。仲介に入ったグループは非常におもしろかった。うんと早朝か

ら高齢者を使ったらどうだと。しかしその結果がどうなったのか、あの人たちは使わ

れたのかどうか、そこが分からない。高齢者のミスマッチを何とかしようとしていま

すという報告で終わってしまい、もの足りないリポートになってしまった。 

 

○  「Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ」で取り上げて深掘りしたい内容と、「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」

や「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の枠内でコンパクトに扱う内容とは、制作上も編成上も扱

いが異なると思うが、どんなところに留意して制作したのか、苦心した部分を聞きた

い。 

 個人的には「卵子凍結」の、スタジオに記者が登場してＶＴＲの受けをしたところ

のトーンが気になった。せっかくスタジオに戻ったのであれば、制度面の現状など、

グラフィカルな表現の工夫ができたのではないか。記者の顔出しでコメント読みが続

くと、頭はその内容に入って行こうとするのだが、言葉や表情の表面的な部分の印象

に意識が奪われてしまう。 

 「介護殺人」については、事件が起きてしまった悲惨さは、個別のケースとして理

解したが、全体として何を伝えたいのか、何を取材の意図としたのかというところが

最終的にぼやけてしまった気がした。 

 

○  「Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ」の中で米山さんも言っていたが、なぜ、この番組を世界に発信
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するのか、最初は疑問に思っていた。米山さんによれば、アメリカではこういった施

設が非常に充実していて、食料の保護をもらうことに対して、人々は何も恩義を感じ

ていないし、そういう仕組みの中でお互い助け合うのが、ある意味で当たり前になっ

ている。ところが日本の場合には、助け合いがスタートしたばかりなので、施しを受

けることに抵抗感があって、それを隠したがるということだ。この言葉は私にとって

とても興味深く、こういう仕組みの浸透度は国によって差があると知り、国際放送の

中でこういったテーマに触れるのは、意義があると思った。 

 「介護殺人」と「高齢者労働力を生かして」。高齢者の問題、介護の問題には世界中

がこれから直面するのだが、たぶん日本が先頭を切って走って行く問題ではないか。

そういう意味では、シリーズ番組のような形での放送が望ましい。 

 ただ、お願いしたいのは、見終わって落ち込む番組ではなく、問題点もあるし、つ

らいところもあるが、「でもね…」と、少々強引でもいいので、多少は心の中が温かく

なるような番組だ。シニアの問題は日本から情報発信すべきだ。この問題の先頭を走

っている国として、大いにメッセージ性もあるし、逆にいろいろな国からの反響も集

まるのではないか。今回は単独のリポートだったが、どこかでまとめて放送するとい

うこともお願いしたい。今回は重い内容をしっかり捉えていて非常にいいと思ったが、

これからも深めていただきたい。 

 

○  「Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ」はタイトルからして、個人対個人の対話の妙を捉える番組だ。

いいテーマでいい人を選んでいるが、米山さんに焦点を当てる場合には、他の人にイ

ンタビューしながら、結局それが米山さんについて語っているという形にしてほしい。

あまりストレートでない形のほうがもっと課題が浮かび上がってきただろう。 

 もう１つ、実は番組の中で何回か言われていた重要なことが言いっ放しになってい

る。例えばフードバンクは３か月で供給を打ち切ると言っているが、その後どうなる

のか。しばらくたったらまた供給できるシステムになっているのか。また、シングル

マザーが働きに行くために車を買うと福祉給付は打ち切られるという話。アメリカな

どの国ではありえないことだが、日本はなぜそうなってしまうのか。他に交通手段が

ない場合でも駄目なのかとか、いろいろ議論があるだろう。 

 それから、食料は寄付によって得られるが置き場所や運送費はどこから出てくるの

か。いろいろな会社からもらうのか、その辺のところがよく分からない。みんながヒ

ントを出しているのだから、きちんとそれに答えていけば、もっと分かりやすくなっ

たのではないか。場合によっては賞味期限が近いようなものを出したりしているのか

など、細かい話だがどうなのかと思いながら聞いていた。 

 日本は恥の文化だからという言葉で片付けていたが、恥ではなくて、おそらく給付

が打ち切られてしまうからだとか、そもそもこういうことはお上がやることだからと

かの理由で慈善事業をあまりやらないのが日本国民が今まで続けてきた考え方だとい

う感じがした。 

 「卵子凍結」では、時間は短いが重要な言葉がいくつかあった。「やっぱり危ない」

と誰かが言っていた。だからあまり普及しないのだと。また「未婚者やパートナーが

いない人には子どもは作らせません」。本当にそうであれば大変な話だ。それが言いっ

放しにされているのは、「エッ？」という感じがした。 
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 短いリポートの最初に女性ＣＥＯが出て来て話をしていたが、ほとんど要らないと

思った。手術シーンにもあえて見せなくてもいいものがあったので、その時間を言い

っ放しにしていた話に回せたのではないか。こういう問題を扱うときには、少しでも

深く掘り下げてそのまま放り出さず、その点についてはこうだとフォローするのがい

い。 

 全体として日本の問題点に焦点を当てることは大事だが、いいこと尽くしではない。

これからどうすべきなのか、行政だけではなく学者でもいいのだが、こういう問題が

あって、日本はこういうふうに取り組んでいるのだというメッセージが出せないと、

何のためにこれを世界に訴えているのかという疑問が出てきてしまう。 

 第２点は英語の問題。海外に発信するのであれば英語はさっと聞いて誰でも分かる

レベルの人が必要だ。この点はいつも繰り返し議論されるのだが、英語について、ど

う国際的なレベルにするのか、真面目に考える時期が来ているのではないか。せっか

くのいい内容でも、聞き取りにみんなが苦労して、よく分からないというのではなく

て、スッと聞けばわかるようなキャスターやリポーターが大事ではないかと思う。 

 

 

（ＮＨＫ側） 「Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ」の基本的な番組フォーマットは、ロバート・キャン

ベル氏が主役の誰かに会って話を聞く、まさにｆａｃｅ ｔｏ ｆａｃｅで話をすると

いう、人物紹介的なところが主になる番組である。ただ、問題が問題なの

で、それだけでよかったのかという点は委員の皆さんのご指摘の通りだ。

つまりこういうことが浮き彫りになってくるのであれば、そこを深掘りし

ていって、米山さんのやっていることがより際立つ作り方が、確かにあっ

ただろうと思う。 

  海外の反応については、もともと「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」と「ＮＨ

Ｋ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のニュースを委員にお見せしようと思っていたところに、

１０月の海外視聴者のモニター報告がまとめて上がってきて、この「Ｆａｃ

ｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ」について海外のモニターが極めて高い評価をしていた。日本

の貧困問題について、こういう人がいてこういう活動をしていることに心

を打たれたというような意見が何件かあったので、ぜひこれも見ていただ

こうということで取り上げたという経緯がある。 

  「介護殺人」、「卵子凍結」について、細かくは担当からお話しするが、

「介護殺人」は国内の「ＮＨＫスペシャル」で放送した素材を生かしてい

て、大変な反響だった。かなり重い反響があった番組を、国際放送用にリ

メークしたものだ。「卵子凍結」も数年前から「ＮＨＫスペシャル」のチ

ームが取材してきたものを国際放送用にアレンジした。ただ、委員の意見

にあったように、時間の問題、スタジオ解説の見せ方の問題も含めて、よ

り深いところに到達すべきだったのではないか、これは今後の反省点だと

思っている。 

  視聴者の気分を出口のないまま終わらせないという作り方は、国内放送

では一生懸命実践している。もちろん国際放送でもそこを目指しているし、

スタジオ解説でも心がけてはいるが、見せ方がまだ一歩足りないのかもし
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れない。そこを深めていかないと、何のために海外発信をしているのか、

日本の問題、課題、暗いところだけを世界にアピールしても意味がないだ

ろうというのはその通りだ。 

 

（ＮＨＫ側） 先ほどからの話をお聞きして、今回は、番組制作、企画制作の本質的な

ところを指摘していただいたと思う。問題を構造的に捉える、全体として

捉える。あるいは多面的に捉えていく、立体的に捉えていくことの重要性

を深く感じる。 

  そういう意味では、例えばシリーズ化するとか、同じテーマでくくって

考えてみることで、さらに深掘りをしてみることは非常に有効な手立てだ

と思う。そういうこともきちんと検討していきたい。 

  国内放送のニュースでも言われることだが、課題だけを提示して、それ

で終わりにする“投げ出し企画”はやめたほうがいい。ただ投げ出すと、

見るほうは「どうするんだ」、「どうなっているんだ」ということに必ず行

き着いてしまう。例えば行政はこういうふうに取り組んでいる、ある地方

ではこんな取り組みをしていてまだ小さな芽だが、これから育てていけば

解決策につながるのではないかというものを見いだして企画の中に入れ

ていくことをぜひやってほしいと言っている。今後もそうしたご意見を踏

まえながら、番組・企画作りを目指していきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 「介護殺人」は先ほど説明があったように、「ＮＨＫスペシャル」のリメ

ーク、「卵子凍結」も「クローズアップ現代」からのリメークだ。基本的

な取材はできていたので、それをコンパクトにまとめてＶＴＲで紹介した。

スタジオに出た記者は２人とも取材を担当した記者だが、それがいいかど

うかという議論は確かにあると思う。取材者だからこそ深められるだろう

というのがねらいだったが、英語の問題もあって届かなかったのかもしれ

ない。 

  途中で話が切り替わってしまって深まらなかったというご意見につい

ては、確かに総花的だったかもしれない。１点に絞って大胆にやってみる

というやり方もあると思う。特に海外に伝えるわけだから、そこは今後検

討していきたい。 

  高齢者労働力の話は、働き方改革について３回シリーズでやったものの

１つだ。１つ目が同一労働・同一賃金、２つ目が長時間労働の是正、３つ

目がこの高齢者労働の企画だった。全体で見ると、なるほどこういうこと

が起きているのだと分かる構成にしたつもりだが、確かに１つだけ見ると、

さらなる深掘りはあったほうがいいかもしれないと思った。だからシリー

ズの最後に全部を引き受けてみるということを検討してみる。 
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平成２８年１１月国際放送番組審議会 

 

平成２８年１１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６３０回）は１５日（火）ＮＨＫ放

送センターで７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。その後、「平成２９年度国際放送番組編集の基本計画（案）」

について説明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」、

「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」、「Ｍｙ Ｓｍａｌｌ Ｓｔｅｐｓ ｆｒｏｍ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」について、意見交換

を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配付し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長   藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

副委員長 内永ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委  員 大西  洋 （㈱三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員、 

   ㈱三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員） 

委 員 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委  員 塩見美喜子 （東京大学大学院理学系研究科 教授） 

委  員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２９年度国際放送番組編集の基本計画（案）」について＞ 

 

○  ２週間ほど前にデンマークで国際会議に出席したが、日本に対する注目度は非常に

高かった。シリアからの難民と話す機会もあったが、高校生が「日本は夢の国だ」と

言っていた。「基本計画（案）」のラジオの部分に訪日意欲を高めるとあるが、日本に

対する良いイメージは世界に浸透しているので、それを維持することが大事だ。 

 地域から世界に発信する番組を増やすのは、とてもいいことだ。気になるのは、日

本人が魅力的だと思う内容と、外国人が魅力的だと思う内容をどうやって一致させて

いくか。その点の工夫があれば教えていただきたい。 

 また「2020年に向け、訪日外国人に有用な情報を発信」とあるが、海外からの旅行

者の安全と安心をどうやって確保するかという課題がある。日本へ来て医療機関にか

かりたいが、情報が手に入らない。あるいは、日本で危険な目にあったときにどうし

たいいか分からないという声がある。外国人旅行者の安全と安心を確保する工夫も教

えていただきたい。 

 

○  地域から世界に発信する「Ｈｏｍｅｔｏｗｎ Ｓｔｏｒｉｅｓ」の強化は、すばらしいことだが、
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気になるのが、どんな情報をどう盛り込むかだ。ＮＨＫの地域局は豊富な情報を持っ

ていると思うが、国際放送で「これが日本の地域の姿だ」と言ったときに、クエスチ

ョン・マークが付くことが結構多い。どういう人に見てもらい、どんなリアクション

を望んでいるのか。スタンスの違いで、内容は大きく変わってくる。 

 ドラマやアニメを含め、コンテンツはたくさんある。地方には自然も、暮らしも、

文化もある。職人の技もある。素材を明確に絞り込んで、１年かけて、どのターゲッ

トにどう働きかけるかというストーリーを作るといいのではないか。 

 

○  インターネットと放送のバランスや融合が、この「基本計画（案）」でうたわれてい

る文章で十分なのか、判断がつかないが、たとえば 2020年に向けて、「ポータルサイ

トを開発し、紀行番組などと連動したサービスを提供します」とある。具体的な予定

は、まだ公表できないのかも知れないが、ここに書かれていることは既存のものを指

しているのか。さらなる開発を念頭に置いているのかお聞きしたい。 

 もう１つは、新技術へのチャレンジやインターネットのセキュリティー問題につい

ては、どう考えているのか。 

 また、地方からの発信はすばらしいことだが、それと並んで東京オリンピック・パ

ラリンピックに向けて東京都内から生中継するような番組なども、アクションプラン

に入っているのかどうか、お聞きしたい。 

 

○  何か加えるのであれば、どこが新しくなって、そのポイントは何かという点を明文

化していただきたい。 

 先週、中国に行ったが、疲れた時に、ＮＨＫワールドのビデオ・オン・デマンドを

見ていた。たまたま、それが地方から世界へ発信する内容だった。とてもきれいで和

んだ内容だったので、同じシリーズの前回、前々回を見ようと思ってあちこちクリッ

クしてみたが、なかなか目的の場所に到達できなかった。もう少し使い勝手に配慮し

てほしい。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶの番組を何十本か見た印象は、無難な報道が多いのではないか

ということだ。日本の実相を海外に伝えること、つまり国内で対立軸のある問題につ

いても取り上げるべきだと思う。歴史認識の問題や社会保障、子どもの貧困問題など、

あまり知られたくない日本社会の矛盾も出すほうが、世界の日本に対する安心感が増

すと思う。安保法制の問題にしても、賛成派と反対派の両方の意見を赤裸々に浮かび

上がらせてみたらどうか。 

 それをどうやって映像化するか、簡単なことではないが、国内ではいろいろな番組

で、賛成派、反対派が入り混じって議論するバトル・トークがある。英語でやるのが

難しければ日本語でもいい。それに英語音声をかぶせる。要するに、日本はとてもお

行儀のいい、立派な国ですよ、食べ物はおいしいし、観光地はきれいだし、地震もも

う来ないから、皆さんいらっしゃいということだけではなくて、日本の国内にはこう

いう問題が残っていて、これに対して激しい反対意見もあるし、賛成意見もあること

を伝える。意見の対立がある問題についても発信していく勇気を持ってほしい。 
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○  「日本やアジアからのニュースを強化する」とあるが、現在発信しているものは、

大部分が日本からだ。アジアについてどういうスタンスを取るのか、もう一文あって

もいいのではないか。 

 日本の放送局ではあるが、アジアにおける放送、ニュース、情報というものに対し

て、ＮＨＫはそれなりの影響力を発揮できるはずだ。 

 

（ＮＨＫ側） ご指摘のように、日本人が魅力的だと思う内容と外国人が魅力的だと思

う内容は同じではない。これは非常に難しい課題だ。現在、地域局で全国

放送に向けた番組を作っているディレクターの仕事は、世界を視野に入れ

たものではなく、日本人の視聴者のための番組作りだ。日本人向けでイン

パクトがあったから、当然外国にウケる訳ではない。 

  本数が増えたからといって、考えもなく情報を右から左に流すのでは意

味がない。この企画が、外国の人たちに見てもらえて、日本の魅力が伝わ

るものになるかどうかは、われわれ国際放送局で判断をして英語化する。

しかし、国内放送を見てから英語化を始めると、どうしても作業が遅れて

しまう。現実的には企画段階である程度の見極めをして放送番組を選択し

ていくということになる。 

  ２つ目の、海外から来た旅行者の安全・安心の確保も、大きな課題だと

認識している。これはニュースの出し方も含めて、体制整備を考えている。 

  委員の方々のご意見は、個別の番組の出来ではなく、国際放送全体とし

て、どういう意識でどういう体制を作るのかということだと思う。問題意

識を持ちながら議論を進めている。 

  インターネットとの関係について、具体的には「観光関連の番組情報な

どをまとめたポータルサイト」を考えている。今年、和食というテーマで

「ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＦＯＯＤ」というポータルサイトをワールドのホームペー

ジの中に作ったが、それに似たトラベルポータルサイト、つまりＮＨＫワ

ールドのトラベル関係の番組にアクセスする起点になるページを、来年度

の早い段階で開設したい。 

  新技術については、ＮＨＫの中ではスーパーハイビジョン４Ｋ、８Ｋへ

の対応が大きな流れになっているが、まずは国内放送で進めているので、

国際放送については、すぐに課題になっているというわけではない。ただ、

国内放送番組と国際放送番組の一体化制作が進んでいるので、ワールドＴ

Ｖでの放送用に番組を英語化することは出てくるだろう。われわれとして

も新しいメディア、新しいツールへのチャレンジを視野に入れて、制作に

関わっていきたい。 

  インターネットのセキュリティー強化に関しては、全局を挙げて取り組

んでいるところだ。 

  委員がご指摘の「基本計画（案）」の文章で、これまでとの違いを明文

化することについては、前向きに検討したい。 

  「日本の実相を」というご指摘については、どこまでこれにチャレンジ

するかが、おそらくこれからの勝負どころだと考えている。番組としては
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「ＧＬＯＢＡＬ ＡＧＥＮＤＡ」のような討論番組があるが、これはわりと大き

な外国のトピックを取り上げることが多い。アベノミクスの向かう先とい

うテーマをやったこともある。そして日々のニュースの中でこれをどれだ

け具体化して、賛成、反対という対立軸がきちんと提示できるのかが勝負

どころだ。 

  ＮＨＫワールドＴＶの４つの重点事項の最初に書いてあるのは、ニュー

スの充実と強化なので、引き続きいわゆる番組という形でこれが実現する

ことも、考えていきたい。 

  「アジアの中の日本」という委員のご意見については、アジアの放送局

という位置付けは、われわれとして当然のことと思っていたので、そこの

書き方が弱かったのかもしれない。検討する。 

 

 

＜視聴番組「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」ＳＰＥＣＩＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ 

             （ＮＨＫワールドＴＶ １０月１３日（木）２０:００放送） 

 「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」（ＮＨＫワールドＴＶ １０月１４日（金）１６:００放送） 

 「Ｍｙ Ｓｍａｌｌ Ｓｔｅｐｓ ｆｒｏｍ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」 

            （ＮＨＫワールドＴＶ  ８月６日（土）９:１０放送）について＞ 

 

○  私は「Ｍｙ Ｓｍａｌｌ Ｓｔｅｐｓ ｆｒｏｍ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」に非常に感銘を受けて、早速ロバ

ート・Ｊ・リフトンとロベルト・ユンクの２冊の本を、取り寄せて読んだ。どちらも

日本語に翻訳されているので見てみると、リフトン博士の被爆者に対する深い同情、

知られざる事実を世界の人に伝えたいという使命感、この２つがこの本を書かせたの

だろうという、翻訳者のコメントがあった。まさにその姿がこの映像の中に表れてい

たと思う。 

 この同情と使命感という視点で「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」と「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫ

ＹＯ」の「九州キャラバン」を見たときに思ったのは、まず「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」

熊本リポートのキャスター・パートが非常によくて、被災者を思いやる気持ちが伝わ

って来るような、とてもいい作りだったことだ。 

 一方、「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」のほうは、温泉と料理の雰囲気が強く、地震の

映像とマッチしておらず、「ＢＲＩＮＧＩＮＧ ＢＡＣＫ ＴＨＥ ＴＯＵＲＩＳＴＳ」というテーマ

にそぐわない感じがした。地震直後の大分のダメージがどの程度だったか。予約をキ

ャンセルした人の数とか、被害額とか、そういうデータがなかったと思う。データが

ないままに今の姿が描かれていて、復興のプロセスが十分描かれていない。温泉と料

理だけの番組だったらいいのだが、今回のタイトルと合わない印象だった。 

 

○  食べ物や温泉を紹介する番組ならば、華やかさとあの笑顔はとても素敵だと思う。

番組自体がいい話題とよくない話題、被害と普通の生活というものが入り混じった形

になっていたので、難しい面もあるとは思うが、もう少し配慮があってもよかった。 

 

○  別府も含めて九州の温泉地は、日本人の客だけではビジネスが成り立たなくなって
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きたので、例えば、仲居さんなど働いている人に英語を教えるとか、英語のインフォ

メーションを増やすなど、外国人に来てもらういろいろな努力をしてきた。 

 その結果、外国人旅行客が増え、温泉地が活性化してきたのだが、今回のリポート

は、その事実とは少しギャップがあったような印象を受けた。 

 熊本リポートはすばらしかった。熊本城は熊本県だけの名所ではなく、日本人全体

にとっても象徴的なものだ。その被害のありさまを見ると、これから再生が始まるの

だということをしみじみと感じた。 

 

○  「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」は、考えるところが多かった。再現映像を国際放送局内部で制

作するなど、国際放送局の制作者が主導的、かつ継続的に広島の被爆者を取材した結

果作り出された、オリジナリティーのある番組だった。再現ドラマのクオリティーも

高く、演劇的手法と言ったらいいのか、黒バックの中に人物がふっと浮かび上がるよ

うなシーンやライブアクションで追求しきれないところはうまく抽象的に処理をする

演出、それからドキュメンタリーでのさまざまな証言、資料を重ね合わせていく様が

本当にすばらしく、映画にしてほしいと思うほどだった。国際放送の番組がどういっ

たところで評価を得られるのかわからないが、海外へのアピールをもっと積極的にす

るといいと思った。 

 「九州キャラバン」について感じたのは、衣装やメイクに関して、プロデューサー

やディレクターといった番組制作責任者の指示が、どのように番組作りに反映されて

いたのかという疑問だ。 

 こういう番組の場合、リポーターは体験型であってはいけないと思う。バラエティ

ー番組でタレントが体験をして「おいしい」とか、「足湯が楽しい」と言うのはいいが、

こういうニュース番組、報道の場合は、海外に発信する意味も踏まえて、キャスター

は客観性を持ってほしい。そして、そこに実際に来たお客さんの声を拾うというよう

に、取材者に徹するべきだったと思う。 

 もう一歩踏み込んで言えば、風評のメカニズムのようなものに光を当てれば、報道

色がより強まる気がした。つまり、どういう風評で海外のお客が来ないのか、どんな

間違った情報がメディア上にあるのかということを伝えたほうがよかった。やさしく

伝えたい、楽しく伝えたいという感じが強く、地震の悲惨さを伝える部分がかい離し

てしまったのではないかと思った。 

 

○  「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」は、皆さんがおっしゃるとおり重厚だし、作りも上手だし、い

い番組だった。ただ、番組のメッセージは、「原爆によってこんなに多くの人たちが犠

牲になり苦しんでいることを、皆さんは知っていますか」ということが主になってし

まう。そこへ小倉馨さんを持って来たのは大変よかったと思うが、毎年同じテーマの

番組ばかり作るわけにはいかない。 

 これからも８月に原爆の番組を作るのだろうが、別の角度からの歴史的視点も交え

たものができるのだろうか。原爆は本当に必要だったのか。日本がポツダム宣言を受

諾することをアメリカが知って、あわてて原爆を落としてしまったのか。２発目の長

崎投下は必要なかったのではないか。そういう歴史家の見方を入れてみるなど、これ

からのメッセージとして何を発信していくのかということを、真剣に考えていただき
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たいと思う。 

 先般、三笠宮さまがご逝去されたが、メディアは平和主義者の宮様が軍部を激しく

批判し、そのために右翼からも攻撃されたと紹介していた。毅（き）然として時流に

あらがった皇族がいたことなど、外国の人はほとんど知らなかったはずだ。そのよう

な知られざる事実を世界に知らしめて日本に対する認識を見直してもらうことも必要

だ。 

 

○  「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」はじっくりと見せていただいた。原爆の瞬間的な被害がどれだ

けすごいかということはよく言われるが、そこに放射性物質が長い間残って、いろい

ろな人を苦しめているというのは頭では分かっていても、なかなか目に見える尺度で

測りにくい。だから、今いろいろな国でテロに見舞われている、その様子だけを見る

と原爆を落とされた後の広島、長崎の惨状と、似た部分がある。しかし実は被害の深

さは全然違うのだというところが、今回のこのドキュメンタリーの中で、説得力を持

って語られていた。 

 そういう意味では原爆の恐ろしさをじっくりと分かってもらうのにはとても効果が

あったのではないか。 

 「九州キャラバン」については、復興が進み、何となく気分が明るくなってきたか

なという、地元の人たちの表情が表れていた。暗い部分だけではなく、立ち上がって

頑張ってここまで来ているというメッセージも出ていた感じがした。 

 

○  「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」についてだが、原爆と通常の大きな爆弾と何が違うかというと、

やはり核である。放射性物質は長い間残留して、ＤＮＡを傷つける。番組に登場した

１０歳までは健康だった少女が、突然病気になって１２歳で亡くなってしまったとい

うのは、まさに核の恐怖を物語っている。それをナレーションで言うだけでは、コア

のところが伝わらない。今後も科学的な分析も取り入れて放射能の怖さ、核の怖さが

一般の方たちにも伝わるようにしてほしい。 

 もう１つ、番組のタイトルは「Ｍｙ Ｓｍａｌｌ Ｓｔｅｐｓ」だが、Ｓｍａｌｌ Ｓｔｅｐｓなどという

小さなものではないと思う。このタイトルでは、何となく日本人の人のよさ、謙虚さ

とか、草の根運動的なニュアンスというのは出るが、伝えるべきことはもっとシリア

スな、本当に根本的なことなので、もう一度このテーマを扱うのであれば、より重い

タイトルがいいと思う。 

 

○  熊本リポートについては、阿蘇の風景から始まる点など、全体的によかったのだが、

熊本城について、短いリポートの中で似たようなことが２回語られていた。専門家が

語るなら別だが、整理してもよかったのではないか。 

 「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」については、大変おもしろい番組で、高く評価したいが、でき

れば２つの点についてもう少し突っ込んでいただくとよかった。１つは小倉さんが書

いた文章について。小倉さんはなぜあれを出版せずにずっと持っていたのだろうか。

そしてウィンミントンのカレッジに持って行かずに、日本に置いておいたのは、奥さ

んの気持ちなのか、あるいは他の人の気持ちなのか。もうユンクさんや誰かがやった

からそれはしないという判断だったのか。その辺りの事情を話していただくとよかっ
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たのではないか、というのが１点目。 

 ２点目は、トルーマン元大統領の孫のこと。私は大変おもしろいと思った。彼が意

見を変えたのだということであれば、その事実は、かなり前面に出したほうがいい。

彼が広島に行ったときに、いろいろな人と出会う光景も大事だが、率直に言って、イ

ンタビューのところでもう少し掘り下げると、原爆の意味をより深く描けたのではな

いかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 「九州キャラバン」は国際放送局と地域局で一緒に作った初めての試み

だった。地震から半年を期にどういうものを出したいかという企画を地域

局に募って、ご覧いただいたような内容になった。 

  基本的には取材者が地元で感じていることをそのまま出した形なので、

委員がおっしゃったように、彼らが地元の人々の気持ちを反映して作った

という側面が大きかったのは確かだ。もう少し制作責任者が全体をコント

ロールすべきだったのではないかという点についてはご指摘の通りだ。次

にどうするかというところにつなげていきたい。 

  今回、キャラバンをやってみて分かったのは、地元の方からの声援がと

ても大きかったことだ。私たちの姿を世界に伝えてほしいという声を現地

で聞いた。その声を受け止めて制作した番組ではあったが、一歩引いて見

る勇気も必要だったと考えている。 
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平成２８年１０月国際放送番組審議会 

 

平成２８年１０月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６２９回）は１８日（火）ＮＨＫ放

送センターで５人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近の国際放送の動きについて説明があり、意見交換を行った。ひき続

き、視聴番組「ＧＲＡＮＤ ＳＵＭＯ Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｓ Ｐｒｏｌｏｇｕｅ」、「ＧＲＡＮＤ ＳＵＭＯ Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｓ」、

「Ｓｕｍｏｐｅｄｉａ」について説明があり、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組

モニター報告の資料を配付し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長   藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

副委員長 内永ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委 員 木山 啓子 （特定非営利活動法人 ジェン 代表理事） 

委  員 塩見美喜子 （東京大学大学院理学系研究科 教授） 

委  員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜視聴番組「ＧＲＡＮＤ ＳＵＭＯ Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｓ Ｐｒｏｌｏｇｕｅ」 

 （ＮＨＫワールドＴＶ ９月２６日（月）１:３０ほか） 

「ＧＲＡＮＤ ＳＵＭＯ Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｓ」 

（ＮＨＫワールドＴＶ ９月２６日（月）１:３２ほか） 

「Ｓｕｍｏｐｅｄｉａ」（ＮＨＫワールドＴＶ ９月１２日（月）、１８日（日）、１９日（月）、 

２５日（日）、２６日（月）１:５５ほか）について＞ 

 

○  資料の「視聴者コメント」の中に、「おもしろいけどｔｈａｔ’ｓ ａｌｌ」という表現があった。

この言葉を乗り越えていく工夫が、今後は必要だと思った。例えば「Ｓｕｍｏｐｅｄｉａ」の

最初の項目に「Ｙｏｋｏｚｕｎａ」とあるが、この言葉は相撲だけではなく、料理の順位付

けなどにも使われている。つまり相撲用語が日本の他の文化にも入り込んでいる。そ

の広がりを描くことは可能だろう。 

 それから、力士が結っている「ちょんまげ」。この歴史は非常におもしろく、日本の

文化を知る上でのキーワードとしてさまざまな展開ができる。 

 こういうものをきっかけにして深く切り込むことで、日本の意外な側面を知っても

らうことが可能になるのではないか。 

 

○  私たちは小さい頃から相撲に親しんでいるから、見ていて楽しいし、つい力が入っ

てしまうが、見始めたころは何がおもしろいのか分からなかった。どこに目をつける

と楽しく、興味を持って見られるのか、その文化的・歴史的背景説明があると、より
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楽しめるのではないかと思った。 

 他の委員のコメントにもあるように、相撲はさまざまな角度から取り上げることが

できると思う。「Ｓｕｍｏｐｅｄｉａ」の「Ｍａｗａｓｈｉ」の回を見たが、なぜまわしを着けて

いるのか、なぜ力士たちはあのような体形になっていくのかという、「なぜ」の部分を

掘り下げると、よりおもしろいのではないか。 

 

○  日本国内で相撲を見る場合、私はあまりスピード感を感じなかったが、今回はとて

もスピード感があると思った。ぶつかるところから始まって、勝負がつくまで一気に

進んでいくところにスピード感を感じたのだと思う。 

 １つ気づいたのは力士の名前。英語表記になると、かなり味気ない。相撲界で使わ

れる文字は、独特な書体で書かれている。もちろん見て簡単に分かるものではないが、

文字の美しさも日本の文化・伝統の１つとして伝えられるのであれば、さらにいいの

ではないか。 

 先ほど委員がおっしゃったのはＷｈｙ、なぜそういう体を作るのかということだった

が、もう１つＨｏｗ、どうやってということがあると思う。例えばちゃんこ鍋。これを

食べて寝るということを繰り返して大きな体を作っていくのだが、その量が半端では

ないということが外国の人に視覚的に伝わると、おもしろさも増すと思った。 

 

○  相撲というものを国際放送で取り上げるのは大事なことだと思う。何人かの委員が

おっしゃったように、日本における相撲の歴史的な位置付けや精神的なバックボーン

など、私たちは何となく分かっているつもりだが、実は分かっていないところが多い。

日本人同士だと、そんなことを真顔で話したりせず、雰囲気のようなものを体の中に

吸収しながらテレビを見ているわけだが、外国人が取組を見るときには、勝った、負

けたにはそれほど興味がわかないのではないか。それから例えばモンゴルにも相撲が

あると聞いているが、日本の相撲とは、何が違うのか、何が一緒なのかという説明を

してくれると、理解しやすいだろうと思った。 

 もう１つ、私がいつも疑問に思っていることがある。私は、相撲は小さいときから

テレビなどで見て知っているし、興味もなくはないが、必死になって見たいとは思わ

ない。ところが私の知り合いの外国人の中には熱狂的になる人が何人もいて、本場所

は必ず会場に行って見る。なぜあんなに一生懸命になるのか、よく分からない。外国

人はどこに心引かれるのか。単に格闘技としておもしろいというだけではなさそうだ。

そのあたりには、意外と日本人が気づかない事情があるのだろうと思う。私たち日本

人の理解を外国の人に伝えることも大事だが、外から見たときに相撲はどう映って、

どういう意味を持つのかというのも、われわれ日本人にとって新しい発見になるかも

知れないと感じた。 

 先ほどの発言のように、「なぜ、ちょんまげなのだろう」とか、「なぜまわしをしな

ければいけないのか」とか、聞かれて始めて気づく疑問がある。そういう意味では相

撲の中には日本文化の神髄のような要素がある。歴史的な背景もしっかり掘り下げて

１つのテーマにするのも、おもしろいのではないか。 

 

○  私が重視したいのは、「人に注目する」ということだ。私たちがゴルフを見るときは
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松山がどうだ、野球を見るときは大谷がどうだというふうに見ている。漫然と映像を

眺めているわけではない。稀勢の里は今年どうなるか、豪栄道はどうか。こういう関

心があって相撲見物がおもしろくなるのだと思う。名前も知らない巨漢同士がぶつか

り合っているだけではおもしろくない。相撲を理解するためには、例えば外国人の少

年が一人で日本にやって来て、相撲部屋に入門し、とんでもない量のちゃんこを食べ

ながらみんなで一緒にごろ寝するという日常の中で１枚でも番付を上げようと稽古に

励み、何とか勝ち越しを続けて出世していく。そんな環境を背景に若者たちがぶつか

っているのだということ、中には大学を出てからプロになる人たちもいるのだという

ことを知らなければならない。そして現在の上位陣の多くは外国人なのだということ。

委員のコメントにもあったが、これまで結構排他的だった相撲界が、いまはそうでは

なくなっているということも伝えるべきである。 

 歴史も神道も大事だが、人間に焦点を当てたものがあると興味が湧いてくるのでは

ないか。ブルガリアから来た人がいるのだ、このアメリカ人力士はおもしろそうだか

ら見てみようという気持ちになるように、外国人に焦点を当ててもいいのではないか、

という気がした。 

 

（ＮＨＫ側） 相撲の素材を本格的に、ある意味フリーで使えるようになったのは今年

からだ。相撲協会との契約によって国際発信が可能になった。去年、ＮＨ

Ｋワールドのディレクターの提案で大砂嵐を取り上げて取材をし、まさに

おっしゃるような番組を放送した。少年の頃のロケは出来てはいないが、

まさに大砂嵐という人間に焦点を当てた「ＳＵＭＯ ＳＰＩＲＩＴ」という番組

だ。これは国際での放送が評判になって、国内でも放送し、去年ＡＢＵの

賞も受賞したいい番組だった。 

  先ほど委員から、英語だと名前が全部ローマ字になってしまって味気な

いという指摘があった。確かにわれわれも白鳳、日馬富士といった相撲取

りの名前は、漢字の形で覚えている。ところが英語でやると、その漢字が

全然なくなってしまい、人のにおいが消えていく感じは確かにある。 

  おっしゃるように、ハイライトで見ると肉弾戦を戦っているだけのよう

に見える背景に、人間性を感じる物語、それこそちゃんこの苦労みたいな

ものを描ける番組があればいいと、私たちも思っている。われわれ日本人

も、ときどきそういう番組を見ると、中学を出たばかりの子どもが大変だ

ろうと思うことがあるので、「人を描く」ということが１つのポイントだ

というのは確かだ。 

  日本人でも分からないことがたくさんあるので、「Ｓｕｍｏｐｅｄｉａ」は増や

していこうと考えているが、２分のミニ番組なのでワンポイント解説にな

らざるを得ない。もう少し長い尺で相撲を扱えるような枠組みを作れない

かどうか、考え始めている。 

 

○  これまでの審議会の中でも国内放送との相互乗り入れの話が何度か出てきた。外国

人のような予備知識がない人向けだからこそ、原点に返っていろいろなことを説明し

て、本当の意味を分かってもらう番組を作るのが重要だ。私も小さい頃から知ってい
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るつもりだが、実は知らないことがたくさんある。外国人目線で一から伝えるという

番組を作れれば、国内放送にもそのまま使えると思った。 

 

（ＮＨＫ側） 複数の委員がおっしゃるように、われわれにとって相撲はある意味、小

さいときから見慣れたものだが、外国人にはどんなふうに見えるのか。何

が魅力なのか。もしかしたらわれわれとは違うところを見ているのかも知

れない。 

  「Ｓｕｍｏｐｅｄｉａ」について、外国での反応や見た印象を聞くことがヒント

となって、総合テレビで日本人にも、新しい相撲の見方や知識を伝えられ

るのではないかと思っている。 

 

○  大相撲ではまだ土俵の中に女性が入ってはいけない。それがなぜなのか。いい悪い

という前に、なぜそういう伝統があるのか、キチンと説明したほうがいい。 

 

（ＮＨＫ側） おっしゃるとおり、伝統的な、まさに神事から始まっているという相撲

の特殊性の説明が必要な一方で、格闘技としてのすごさとか、彼らの体重

は何キロで身長は何センチみたいなデータも求められる。今後どこをどう

掘っていくか。両方に展開すると言えばいいのだが、この問題を委員の皆

さんはどういうふうに考えているのか、お聞きしたい。 

 

○  神事とか伝統だけでは相撲は続かない。そこに格闘技として純粋におもしろいとい

う部分が入って来ないと相撲を見に行く人は減り、興行として成り立たなくなってし

まう。相撲の成り立ちはこうだという紹介は大事だと思うが、国際化とか、いろいろ

な人に広くという要請にどう答えるかだ。 

 相撲を広めて、これが伝統として長く続いてほしいというのがみんなの気持ちだと

すると、続けるためにはどうするかを合理的に考えなければいけない。そこに真の意

味の国際化があるのではないか。それを助けるのが放送だ。 

 

○  「Ｓｕｍｏｐｅｄｉａ」のような情報性に富んだものがあれば、それをさっと見て、こうな

のだと教えることができる。これは日本の視聴者にとっても結構使い勝手のいいもの

で、世代を超えて相撲が持つ日本的な意味を伝えていくツールになるのではないか。

国内向けの番組だけで終わっているときにはこういうことを考えなかったが、英語で

発信するという機会を持てたからこそ、こういう問いが出てきて、日本に強いフィー

ドバックがなされることがあり得るのではないか。 

 そういう意味では確かに合理的に格闘技路線で行くのもいいが、もし相撲について

本当のことを知らない日本人が増えてきているようであれば、それを振り戻すきっか

けになるかもしれない。 

 

○  柔道はオリンピック種目で、ヨーロッパ、特にフランスなどでは盛んだが、それと

相撲の違いは何なのか。それを日本人もなかなか知らないこともあるし、番組として

取り上げると、おもしろいかもしれない。 



 

 5 

 もう１つの大きな違いは、柔道は体重別だが、相撲は体の大きさに関係なく戦う。

そういう差をあえてつけないところもすばらしさなのかもしれないが、その意味合い

は何かと言われると分からない。 

 

○  柔道も日本国内だけでやっていたときは階級なしで、大きい人も小さい人も一緒に

戦っていて、そこが柔道のよさだと言われていた。国際化になってから、それはアン

フェアだというので階級制になった。 

 

（ＮＨＫ側） １１月の九州場所からは「ＧＲＡＮＤ ＳＵＭＯ Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｓ」で放送した

取組は、すべてオンデマンドで見られるようになる。 

  いま委員がおっしゃったことを聞いてなるほどと思ったが、相撲がリア

ルタイムに近い形で外国人に見てもらえるようになると、裸の男たちがぶ

つかり合って行う競技に、なぜそんなに熱狂するのか。そういったことを

キチンと調べて作る番組があってもいいのかもしれない。 

  その結果、もしかしたら相撲が本当のスポーツになって、体重別になっ

た途端に、外国人はつまらないと思うようになるかもしれない。あるいは、

われわれが想像もしないところをおもしろいと思ってくれているのかも

しれない。 

  理由は分からないが、やってみたら思ったよりずっと好評だった。これ

をどう伸ばしていったらいいのか、皆さんの知恵をお借りできればと思っ

た。 

 

○  委員が、若い人は神事とかそういうことが分からなくなっていると言われたが、私

はちょっと意見が違う。子どもの頃、栃錦や若乃花とか、鏡里とか言って騒いでいた

ときには、伝統も歴史も考えていなかった。だんだん年を取ってくると、実はあれは

何とかというふうに少しずつ覚えてきているだけの話だ。大人になってから、かなり

意味付けをしている。一番のポイントは、格闘技と言っても基本的には殴ることもし

ないし蹴ることもしない。ただ押すか、投げ飛ばすかという、その２つだけでやる。

そこには、いまの神事に結び付く部分があるのかもしれない。あまり乱暴なことはせ

ずに勝負をつけていく。 

 相撲を国際的に放送することは、日本の力士には気の毒だが、どんどん外国の力士

に来てもらうという意味もあるし、いまや上位陣はほとんどモンゴル人なのだという

ことが発信されると、日本はオープンな国だという感じになるのではないか。 

 力士は朝から晩まで師匠や兄弟子たちと一緒にいると、あんなに日本語がうまくな

るものかと感心する。日本語は、言われるほど難しくないとか、日本はオープンな社

会になっているということが、何となくにじみ出てくれるといい。 

 日本語の先生は口々に、日本語は難しいと言う。そんなことを言ったらみんな他の

国の言語に行ってしまう。できるだけ日本に来てもらいたい。書道などは難しいかも

しれないが、普通にしゃべるのは何も難しくないということを知らせるために、外国

人力士の日本語はすごくいい。あんなに日本語のうまい人たちはいない。日本語と、

オープンさというのが、私は相撲の持つ特徴ではないかと思う。 
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○  日本語の達者な外国人力士たちが共同生活をしながら切磋琢磨（せっさたくま）し

ているというのは、世界的にもユニークな空間だ。そんな面もどこかで取り上げられ

るといい。 

 

○  相撲をグローバルなものとして取り上げるのは、意味のあることだ。国際放送だか

らこそ、他国から来た人たちのしてきた苦労が花開いているとか、開かなかったとか、

「人に焦点を当てる」ということになるのかもしれないが、多様性の観点から取り上

げることも興味深いと思った。 

 

○  相撲番組が続くかどうかは、相撲を見ておもしろいと思うかどうかで決まる。相撲

自体がおもしろくないと、いろいろな説明を聞いてもしょうがない。しかし、何をお

もしろがるのかは、われわれとは相当違う。綿密なリサーチが必要だ。 

 

（ＮＨＫ側） 相撲のファンは自分で星取表を作って見ると言うから、やはりある程度、

知識の裏付けがあって、自分はこの力士が好きでこの力士に優勝してほし

いと思わないと、なかなか相撲を見続けるモチベーションが生まれないの

だろうと思う。 

  きょうのお話を聞いて思ったのは、ある程度のボリューム感で「この人」

という力士に焦点を当てて放送していく努力をする必要があるというこ

とだ。本日のご意見、大変参考になった。 
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平成２８年９月国際放送番組審議会 

 

平成２８年９月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６２８回）は２０日（火）ＮＨＫ放送

センターで９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近の国際放送の動きについて説明があり、意見交換を行った。ひき続

き、視聴番組「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」、「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」について説明があり、

意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配付し、会議を

終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長   藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

副委員長 内永ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委 員 梅若 猶彦 （能楽師、静岡文化芸術大学文化政策学部 教授） 

委  員 大西  洋 （㈱三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員、 

   ㈱三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員） 

委 員 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委 員 木山 啓子 （特定非営利活動法人 ジェン 代表理事） 

委  員 塩見美喜子 （東京大学大学院理学系研究科 教授） 

委  員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫおよび国際放送の最近の動きについて＞ 

 

○  ＮＨＫの国内放送番組の中から、どういったものを国際放送に取り入れているかを

ご報告いただいた。これは定時番組として放送されているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 年間計画で採択されている番組だ。 

 

○  例えば「サキどり↑」でいうと、「サキどり↑」が日本国内で放送されると、それよ

り１週間から１０日ほど遅れて国際でも放送されるということか。 

 

（ＮＨＫ側） 「サキどり↑」に関しては年間１２本、ひと月に１本程度なので、それ

の「いいとこ取り」という再構成をしている。例えばある回の素材と、別

の回の素材を組み合わせて、ゲストも全部新しくして英語でスタジオを作

っている。だから「サキどり↑」に関しては、ほぼ新作に近い感じになっ

ている。 
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○  そのまま使うか、加工して使うかは、どういう基準で決めているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 「サキどり↑」に関しては、スタジオ部分を作り直したほうが面白くな

るという判断を企画段階からしている。 

  ただ、実は「サキどり↑」は特殊な例で、「ドキュメント７２時間」や

「ＮＨＫスペシャル」などは、ほぼそのまま英語化して、総合テレビの優

れた番組を海外発信している。 

 

○  これはぜひ続けていただきたいし、もっと増やしてもいいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） もう一歩踏み込んで言うと、われわれとしては地域放送局制作番組の比

率をもう少し増やしていきたい。つまり地域が作った優れた番組をわれわ

れの手で英語化することによって、地域からの国際発信をより充実すると

いう計画を進行させている。 

 

○  国際放送番組と国内番組との間の境を作らず、できるだけ相互利用することで、き

め細かい情報発信と予算の効率的運用が可能になるということは、いろいろな方がお

っしゃっている。ぜひ引き続きご検討いただきたい。 

 

○  私の大好きなＮＨＫ番組に「ダーウィンが来た！」がある。ディスカバリーチャン

ネルよりもレベルが高いし、生きものの生態を根気強く映像化するのは日本人でなけ

ればできないと思う。英語化して、シリーズで出すことも検討いただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 総合テレビの番組を英語化してワールドＴＶへという流れとともに、ワ

ールドＴＶの独自番組を総合で放送する時間帯を作り、新年度からはさら

に積極的に出していく方針だ。 

 

 

＜視聴番組「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」（ＮＨＫワールドＴＶ  ８月９日（火）２０:００） 

        「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」（ＮＨＫワールドＴＶ  ８月４日（木）、８月８日（月）、 

            ８月９日（火）について＞ 

 

○  今回の番組も学ぶことがたくさんあった。問題に思った点からお伝えすると、日本

語と英語の同時通訳の場面で、英語と日本語が一緒に流れてきたため、山脇佳朗さん

のインタビューが聞き取りにくかった。内容がよかっただけに残念だった。 

 次に考えたのは歴史的意義だ。つまりこの番組を１０年後に放送するとしたら、ど

の部分だろうか。私が一番感銘を受けたのは、写真の子どもが谷崎さんという方だと

分かったところだ。あの部分はものすごくよくできていた。 

 次に考えたのは現代的意義。長崎をラストプレースにするというメッセージがあっ

たが、新鮮さに欠けていた。最後の場面で強調された市民の役割が現代につながるメ
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ッセージではないか。例えば原発との関わりも現代的な問題だが、それはなかった。

また、長崎は人口が減っていて市の勢いが弱くなっている。そういう長崎が抱える問

題とのリンクもあるといいと思った。 

 「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」のショートリポートについて、平間一彰記者は相変わらずす

ばらしい英語でよかったが、その他のリポーターの英語が少し問題かなと感じた。 

 永井隆さんは昔から私が尊敬している医師なので、非常に感銘を受けた。韓国人を

介してこういうメッセージを流してもらうと、日本人にとっても刺激的だった。 

 ７月、８月と３週間ぐらい、カンボジア、タイ、ラオスに行ってＮＨＫとＢＢＣ、

ＣＮＮを常に比較しながら見ていたのだが、やはり海外のニュースとなるとＢＢＣ、

ＣＮＮが強い。ＮＨＫワールドＴＶの強みは何かというと、やはり日本のニュースだ。

「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」で別府正一郎キャスターが現地に行ったのはよかった。

日本の大きなイベントに日本人キャスターが行って英語で伝える。それが海外のメデ

ィアにも引用される。この流れというのは今後もどんどん強くしていったほうがいい。 

 

○  世間の注目がどうしても広島に集まる中、長崎を中心に据えるのは、非常にいいこ

とだと思った。海外でも日本で知っていることは何かと聞けば広島は出てくるが、長

崎はなかなか出てこない。あえてそこに焦点を当てたのは非常によかった。 

 １つ１つのニュースの中のショートストーリーにも、とても感動したが、さらにお

願いとしては、どのリポートからも、こんなにいいことがここでもあそこでも起こっ

ているということは伝わってくるのだが、世界全体の核廃絶に向けての動きの中で、

長崎のことがどのように取り上げられているのか、もしくは取り上げられていないの

か。どこをもっと追求していけばいいのかを訴える部分があれば、さらによかったの

ではないか。 

 

○  全体的な構成としては非常によかったと思う。われわれも長崎の原爆の爆発力は広

島の１．３倍だったとか、本当の意味では知らなかった部分も勉強になったが、いま

の日本の若い人たちがこのことをどう捉えて、今後自分たちがどうしていかなければ

いけないかという、未来への視点があるとよかった。 

 

○  私もとてもよい番組だと思った。まず、きのこ雲が上がった瞬間。私の父は天草出

身でもう八十代だが、昔、私に「僕が外で遊んでいるときにあれが見えてね、何が起

こったか、そのときは分からなかったけど…」というようなことを話してくれた記憶

が、ありありと思い出された。私はあの映像を初めて見たわけではないのだが、個人

的には思うものがあった。 

 番組全体はとてもよかったのだが、細かな点について言うと、歴史の部分には少し

唐突さを感じた。ライブの番組ということなので、それを生かした工夫があってもよ

いかなと感じた。 

 ブライアン・バークガフニさんは、原爆ではなく長崎の歴史が専門だと理解した。

彼が言った「日本人と外国人の見方は違う。そのギャップを埋めるために、二方向か

ら歩み寄るような形に持っていくべきだ」というメッセージはかなり強く、私も同感

するところがあり、とてもよかった。 
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 同時通訳の件については、私も同様のことを感じた。 

 

○  感謝申し上げたいのは、こういうハードかつ意見が分かれる話題をこの審議会で取

り上げてくれたことだ。大きな問題に正面からぶつかっていけることはありがたい。 

 細かいコメントでいくと、永井博士のところでまるで原爆が長崎に落ちたから日本

の朝鮮統治が終わったのだという印象を与えるのはよくないと思う。日本の朝鮮統治

が終わったのは要するに敗戦のためであって、長崎に原爆が落ちたからではない。 

 それから、「あなたたちはキリスト教徒を殺したんですよ」というメッセージが本編

にもあり、浦上を主テーマにしたリポートが４本のうちの２本あり、くどい気がした。 

 長崎に原爆を落とす必要があったのかということを、誰か専門家の見方として掘り

下げてほしかった。アメリカでも議論すればたいていの人がチャレンジできないはず

だ。要するに彼らは２個持っていたから２個落としただけの話であって、広島の後、

大局はもう決しているのにわざわざ長崎になぜ落としたのだという声は常にくすぶっ

ている。オバマ大統領は広島には行ったのに、長崎にはなぜ来なかったんだという声

よりは、もう少し根本的な問いかけをしてもいいのかなと思った。 

 それから、なぜここまで悲惨な核兵器の軍縮が、オバマ大統領の演説の崇高さとは

裏腹に全く進む兆しがないのか。国連のジュネーブの軍縮会議にかければ、みんな核

保有国の反対で一歩も前に進まない。なぜ本当に進まないのかということに、来年ぐ

らいには一度正面から取り組んでもらいたいという気がした。 

 

○  浦上天主堂前から放送というのは非常にシンボリックではあるが、キリスト教徒が

そこにいたこと自体を、メッセージとして打ち出し過ぎていると感じた。 

 長崎の原爆というと、抑制的で淡々としていることと、あえて申し上げるとステレ

オタイプな、シンボリックな感じになってしまうところが、気になった。 

 聞きたいのは、どれくらいの取材と制作日程で、いろいろなことを生放送の日の前

に積み上げたのかということだ。海外のＢＢＣなどを見ていても３年、５年というタ

ームで同じ人を取材していくとか、同じ場所から何かの視点で見ていくということを

している。国際発信をする以上は、その場限り的な取り上げ方、瞬間風速的な取り上

げ方でない、定点観測や、前の年、その前の年、その前の前の年はどうだったかとい

うことが問われるような、そういうものが凝縮すれば濃度が上がったのではないかと

思った。 

 個人的には、専門家の視点という意味ではバークガフニさんの、外国の方がどうい

う犠牲にあったか、あるいは外国人の視点がどうだったかというところが非常に重要

だったと思うが、全体的なバランスを考えた、抑制的な３０分弱だったので、番組の

運びに、もう少し強弱を付けてもよかったのではないかと思った。 

 

○  毎年、このシーズンになると思うのは、去年やったことと今年やったことは何が違

うのか、来年は何を違えるのかということだ。 

 もう１つは、原爆投下は悲惨であると日本人が言うと、世界中の人が「本当にそう

だよね」と言ってくれると思っているが、本当にそうなのか。例えばいま、シリアな

どいろいろなところで起きている状況を見ると、写真を見るだけでは同じように見え
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てしまうが、たった１発の爆弾でこれだけのことが起きる恐ろしさを具体的に示して

ほしい。 

 当時のことを話してくださった山脇さんが、最後に「オバマさんのメッセージはつ

まらなかった。非常にありきたりだった。核保有国で実際に核を落としたことに対し

て、もっと深く彫り込んだメッセージをしてほしい」とおっしゃったのは、とてもよ

かった。 

 原爆のことはずっと報道されているので、切り込み方をもう少し鋭くしてもいいの

ではないか。日本人は何となく穏やかに、ソフトに、まろやかにというのがあるが、

国際放送に関してはあまり通じないと思う。もっとストレートに切り込む方がよいと

思った。 

 

○  シリアと広島・長崎の決定的な違いは核ということだ。放射線というものがどれだ

け人に影響を与えるか。白血病は、普通の爆弾では起きない。あれが核兵器であった

がために、ＤＮＡが破壊され、病気になって、長い間苦しい思いをするというのが、

長崎、広島でわれわれが受けた大きなダメージだ。 

 日本はとても放射線に関するルールが厳しく、放射線業務従事者は毎年講習を受け

ないといけないようなシステムになっている。アメリカのルールはとてもやわらかく、

普通の部屋で放射性同位元素を使った実験をしても、全然かまわない。国が違うとル

ールが違う。それに伴って人々の考え方も違うと思う。 

 だから、私たちはよく分かっているが、世界に発信するという意味では、改めて核

の怖さを伝えるのも、１つの手かなと感じた。 

 

○  今回の番組を拝見して、英語の問題が提起されるのではないかと思った。 

 リポーターの英語に少し日本なまりがある。ただ、私はこれでいいと思う。その人

の教養とか厚みとか、熟語をどれだけこなしているかというのが伝わってきて、非常

に説得力がある。だから日本語なまりなど気にならない。その後に出てきた英語も日

本人であることは分かったが、その人の厚みとか、そういうもので十分カバーできて

いる。 

 最初のリポーターに戻ると、お辞儀のしかたは非常に感じがいい。礼儀とかそうい

うものを世界に発信できていて、非常に気持ちがよかった。 

 

○  同感だったのは、オバマ大統領の演説は少し抽象的で上滑りではなかったかという

こと、そしてバークガフニさんが言うように日本人と外国人の捉え方には差があると

いうことだった。 

 もう１つ、別府キャスターと長崎大学の鈴木達治郞先生とのやり取りの中で、先生

が「このためには北東アジア非核化構想がカギである」と言ったのに対して、「しかし、

そんなことできないじゃないですか、中国も北朝鮮もやっている中で…」と、別府キ

ャスターが切り込んだ。そのまま終わっていたら非常に薄っぺらい議論になっていた

ので、ちゃんと切り込みを入れたのはよかった。 

 印象に残ったのは山脇さんがお父さまのことを話す中で「頭蓋骨を持って帰ろうと

思ったら脳みそがドロッと出て怖くなって逃げ帰った」という言葉で、ものすごくリ
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アリティーがあると思って聞いていた。 

 逆に、いかがなものかと思ったのは、広島に来たのだから長崎にも来てほしいとい

う手紙の話、これはいかにもありそうなことだが、日本人の多くが聞いても、あるい

は海外の人が聞いても、それほど共感を呼ばない。長崎ではそういうご意見があるだ

ろうが、あえてやる必要があるのかという感じがした。 

 英語については、委員の中でも意見が大きく分かれるが、２つだけ申し上げる。す

べてのリポーターがネイティブである必要はないと私も思うが、場合によっては日本

人のリポーターが書いた原稿を英語のうまい別の日本人が読むというようなことはあ

り得るのか。つまり「取材は○○です」という形で取材者の名前を出しつつ、読むの

は別人であることがあり得るのか。 

 もう１つは、地域局も含めて国際放送のリポーターはどういう訓練を受けているの

か。システム化されたカリキュラムがあるのかどうか。 

 委員の意見も割れている点なので結論は出せないとは思うが、コメントをいただき

たい。 

 

○  英語について、アジアなまりのあるようなリポーターを採用することもあってもい

い。ネイティブだけを一生懸命追いかけるイメージは払拭してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 取材期間はオバマ大統領の来日後からなので、２か月ほどだ。さまざま

な指摘を受け止めたい。 

 

（ＮＨＫ側） 毎年のことなので、今年は何を、今後は何を伝えていくかということを、

考え続けなければいけないと痛感した。指摘を受け止めたい。 

 

（ＮＨＫ側） 日本人リポーターの英語がうまくいかない場合、他のリポーターが代読

することは、ときどきある。取材者の実感を大事にしたいので、練習を重

ねた上で本人がリポートを吹き込むというのを基本にしているが、どうし

てもという場合は代読になる。 

  訓練についてだが、１回１回のリポートについては逐語的に行っている

のと、年に数回、地域局の記者やディレクターを東京に呼んで、集中的に

訓練をする場も設けている。 

 

（ＮＨＫ側） 本日いただいた意見は真摯（しんし）に受け止めたい。委員から意見を

いただいたからには、来年、どのようなテーマにどのように取り組むかを、

腹をくくって考えたい。 

  委員からあった３年、５年、同じ目線で、その場限りではなくという指

摘については、今回は紹介しなかったが、「Ｍｙ Ｓｍａｌｌ Ｓｔｅｐｓ ｆｒｏｍ Ｈｉｒｏ

ｓｈｉｍａ こうして広島は世界発信されていった～小倉馨の日誌より～」と

いう番組を、８月６日の広島平和記念式典の直後に放送した。これは、小

倉馨さんという、広島を世界発信する先頭に立っておられた方の日誌が大

量に出てきたことを取り上げた番組だが、国際放送局が小倉さんの奥さま
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と長年のお付き合いをさせていただいて、番組にも何度も出ていただいて

いるところから、いろいろな資料が出てきたという連絡をいただいて、ワ

ールドニュースで取り上げた後、番組として展開しているものである。 

  また、国際放送局の独自制作番組ではないが、同じ８月６日に総合テレ

ビで放送した ＮＥＸＴ 未来のために 「オバマと会った被爆者」という番組

は、今度英語化する。広島で２０年以上前の若い頃から原爆について取材

をし、皆さんもご存じの日本原水爆被害者団体協議会の坪井直さんと長年

のお付き合いをしている女性ディレクターが、今まで聞いたことがない話

をつかみ出してきた番組だ。こういう取り組みも、ＮＨＫ全体としてやっ

ている。そこが、皆さんに指摘や期待をいただいているＮＨＫの最大の強

みであろうと私も思う。毎年のルーチンワークとして広島、長崎、戦争を

考えるのではなく、新たな視点、新たな番組を積み上げていきたいと、本

日の意見を伺って改めて思った。 

 

（ＮＨＫ側） 今回は、海外発信にとどまらず、番組制作の根幹に触れるような話をい

ただき、大変参考になり、深く考えさせられた。 

  核廃絶という問題については、世界で唯一の被爆国・日本として、常に

海外に発信していくべきテーマであると思う。今回、メッセージ性という

ものに深く関わる指摘が出された。毎年、日本から何を発信していくかに

ついて、本日の意見を生かしながら取り組んでいきたい。 
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平成２８年７月国際放送番組審議会 

 

平成２８年７月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６２７回）は１９日（火）ＮＨＫ放送

センターで８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＦＯＣＵＳ」より

「Ｆｉｖｅ Ｙｅａｒｓ，Ｆｉｖｅ Ｓｔｏｒｉｅｓ」、「Ｔｈｅ Ｇａｔｅ － Ａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｊｏｕｒｎｅｙ」について説明があ

り、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配付し、会

議を終了した。 

 

（出席委員） 

委員長   藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

副委員長 内永ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委  員 大西  洋 （㈱三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員、 

   ㈱三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員） 

委 員 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委 員 木山 啓子 （特定非営利活動法人 ジェン 代表理事） 

委 員 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 会長） 

委  員 塩見美喜子 （東京大学大学院理学系研究科 教授） 

委  員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫおよび国際放送の最近の動きについて＞ 

 

○  最近の国際放送の動きとして、放送とホームページの連動の話があったが、「ＪＡＰＡ

ＮＥＳＥ ＦＯＯＤ」と「大相撲」に続くテーマは検討されているのか。日本はこれから

旅行客が増えるので、彼らに日本全国津々浦々のスポットを紹介するページがあって

もいいと思う。 

 

○  訪日外国人旅行客のことを考えて、「Ｊ-Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」や「ＴＯＫＹＯ ＥＹＥ ２０２０」など

の旅関連番組で、きめ細かな情報を発信している。新年度に向けて訪日外国人対策の

番組をさらに各地に広げていきたいと考えている。スマートフォンやパソコンでその

情報が得られるような仕組みを構築していくことが、2020年に向けての重要課題だと

認識しているので、ご意見を参考にしながら進めていきたい。 

 

○  Ｅテレの「日曜美術館」で最近紹介された日本の版画家が、爆発的な人気を集めて

いて、郡山の市立美術館にたくさんの人が押し寄せているという話を聞いた。Ｅテレ

では急きょ再々放送をしたと聞いたが、国際放送でも国内で話題になった番組をタイ



 

 2 

ムリーに英語化することができないかと思った。 

 

○  この１か月間にラオスなど東南アジアに行く機会があり、ＪＩＣＡの専門家や事務

所員、あるいはＷＨＯのミャンマー駐在日本人スタッフと、ＮＨＫワールドＴＶにつ

いて話す機会があって、いろいろ意見を聞いて来た。 

 個々の番組ではなく全体の流れについてのコメントが多く、例えば一日ずっと見て

いると繰り返しの番組が多くて気になるとか、アニメや漫画に引きずられ過ぎている

のではないかという意見があった。その一方でドキュメンタリーはすばらしい、これ

が民放にないＮＨＫの強さであるといった意見もたくさんあった。 

 番組モニターの用紙を見ると、個々の番組に対するコメントの欄はあるのだが、全

体の流れに対するコメントは求めていないように見受けられるので、一日の番組編成

についてもモニターからコメントしてもらったらどうか。 

 

○  「ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＦＯＯＤ」については、ものすごくポテンシャルがあると思うが、

どこまで力を入れるのかを教えていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 「日曜美術館」は毎週英語化している番組ではないので、すぐに英語化

するのは難しい。しかし、社会現象になるほどの動きがあれば、随時ニュ

ースで取り上げるなど、現地に誘導する番組の制作を機敏にやっていくこ

とはできるだろう。 

  われわれのところにも、一日見ていて繰り返しが多いという意見が寄せ

られることはある。毎正時にニュースをやり、平日で言えば３０分の番組

を６時間ワンセットにして、それを繰り返し放送するという形でやってい

る。改善の余地はあるが、原則を大幅に変えることはなかなか難しい。 

  「ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＦＯＯＤ」については、われわれは放送機関なので、テレ

ビによる発信が基本的には一番大きいが、一方で、ワールドＴＶの場合は

ネットとの連動を国内放送よりも効果的に進めていかなければいけない。 

「ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＦＯＯＤ」ページでのレシピなどをより一層充実させて、      

そのページだけ見れば和食のすばらしさが外国の人にイメージできるよ

うなものに仕上げていきたい。 

  Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｆｏｏｄを扱う番組には「Ｔｒａｉｌｓ ｔｏ Ｔｓｕｋｉｊｉ」や「Ｄｉｎｉｎｇ  

 ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｃｈｅｆ」という番組もある。これらの番組のホームページに寄せ

られる声などと連動しながら、さらに魅力的なものにしていくことも考え

ている。「和食」というものを世界に広めていくツールとして、どこまで

深めていけるのか、インターネットと放送の連携の１つの実験場だと思っ

て、できることはどんどんやっていきたい。 

 

○  ＮＨＫの国内放送番組には、すばらしいものがたくさんあるので、国際放送とシス

テマティックに連携させてはどうか。例えば全体の３分の１ぐらいはいまの国内放送

の中からいいものを選んで出していくなど、大きな仕組みとして融合させていく。い

い番組をいろいろなところに分散させてしまい、これはＥテレ、これは総合、これは
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国際放送ですというのは、見る側からすると無駄な金を使っているのではないかと思

いかねない。 

 皆さんが見て海外に出すにふさわしいものは英語化して、全体の例えば２割とか３

割なのか、枠を決めて、半年に１回ぐらい見直しをするという方法が考えられないか。 

 

（ＮＨＫ側） ご意見は、おっしゃるとおりだ。見るほうは地上波なのか、衛星なのか、

あるいは国際放送なのか、その区別なく見ている。われわれの中には便宜

的に報道局、制作局、国際放送局など組織があるが、それぞれが目指すも

のを、それぞれがやっているというだけではどうしても無駄が出るし、全

体として充実していかない。私たちも、それは大きな課題だと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 今年度から「ＥＴＶ特集」という番組については、制作局と国際放送局

が共同して、最初の企画段階から国際発信を意識して制作を始めるという

スキームを立ち上げた。その１番目、２番目の企画がまもなく動き出そう

としている。国内で放送してよかったものを英語化するよりは、むしろ最

初から英語のドキュメンタリーを作るつもりでロケをし、場合によっては

それを先に国際放送で出し、ブラッシュアップして日本語の放送にすると

いうような、新しいスキームをやり始めようとしている。報道、制作をは

じめ、あらゆる現場がＮＨＫ全体として、地域からも出す、全国にも出す、

世界にも出すという仕組みを全体で構築しようと動き出している。 

 

 

＜視聴番組 「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ ＦＯＣＵＳ」より 

   「Ｆｉｖｅ Ｙｅａｒｓ，Ｆｉｖｅ Ｓｔｏｒｉｅｓ」（ＮＨＫワールドＴＶ ５月１日（日）８:１０） 

   「Ｔｈｅ Ｇａｔｅ － Ａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｊｏｕｒｎｅｙ」（ＮＨＫワールドＴＶ ６月４日（土）８:１０） 

                                    について＞ 

 

○  今回の２本のドキュメンタリーは、どちらもよくできている。 

 「Ｆｉｖｅ Ｙｅａｒｓ，Ｆｉｖｅ Ｓｔｏｒｉｅｓ」は、「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」や「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯ

ＫＹＯ」で取材したものをベースにして、それを５年間追いかけていく。その流れの中

で最初に出てくるのが、「夢だけは壊せなかった大震災」という言葉で、番組全体がこ

のことばに強くフォーカスしている。そして５年間を追うことによって、実際にその

夢は壊れなかったというストーリーがすべてに含まれている。そのあたりの構想のす

ごさがとてもよく出ていた。こういう「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」、「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫ

ＹＯ」の過去素材の使い方があるのだと思った。できれば福島関係でもこういう番組

を作っていただけたらと思った。 

 もうひとつの「ＴＨＥ ＧＡＴＥ」も、神社の鳥居に使われている笠木がアメリカに流

れて、それが戻って来た。ふだん当たり前のようにある鳥居がなくなって初めてその

価値が分かり、それが戻って来てさらにその価値が分かる。そのあたりのストーリー、

特に子どもの反応などが非常によく描かれていた。 
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○  私も感動して、出張中に電車の中で見ていたら、はらはらと泣いてしまった。私も

福島のケースがなくて非常に残念だと思った。 

 似たような話は国内放送にもあると思う。国内放送の同じような方向性の番組も国

際放送で紹介していただきたいと思った。 

 

○  いまお二方がおっしゃったとおりで、私もちょっと熱くなった。「Ｆｉｖｅ Ｙｅａｒｓ，Ｆｉｖｅ 

Ｓｔｏｒｉｅｓ」のほうは、国内のＢＳ１でも放送したのは非常によいと思った。特に日本の

高校生、あるいはその前後の若い人に対して、「こういう熱い思いで生きている人がい

るのだ」というメッセージを外国人にも、日本人にも当然伝えるべきだと思った。 

 先ほど福島の話があったが、ぜひこれはシリーズ化していただきたい。「ＴＨＥ ＧＡ

ＴＥ」のようなケースはアメリカだけではなく、台湾などを含めて、ほかの国でもある

はずだ。いろいろな情報をうまくストーリー化して、世界に対する発信の中で、日本

の熱い気持ちを伝え、国際友好を深めることはぜひお願いしたい。 

 １つ疑問に思ったのは放送のタイミングだ。なぜ５月１日とか６月４日だったのか。

体験を風化させてはいけないという大きな流れの中で、例えば２月とか３月とか、タ

イミングにもう少し配慮したほうがよかった。 

 

○  「Ｆｉｖｅ Ｙｅａｒｓ，Ｆｉｖｅ Ｓｔｏｒｉｅｓ」は、メディアがこういうものを放送していかないと、

みんなが過去に起こったことを忘れて、丸く収まってちゃんとした生活ができている

というふうに思ってしまう。そういう風化をさせないようにすることが大事だと改め

て実感した。 

 大災害はもちろんこれが初めてではなかったはずだが、教訓がうまく継承されず、

こういう大きな災害になってしまったというのは本当に悲しいことで、子どもたちが

発案した碑は、ずっと残ると思うが、そういった教訓が生かされていけば本当にすば

らしいことだ。 

 質問だが、主人公が５人とも女子生徒だったのは、何か意図があったのか。それと

もたまたまそういうふうになってしまったのか。 

 「ＴＨＥ ＧＡＴＥ」もすばらしい内容で、流れ着いたところがオレゴンだったから返

ってきたのか、あれがもし日本に縁もゆかりもないような、ジャパニーズガーデンを

造るような文化や考え方もないようなところだったら返ってこなかったのではないか

というようなことも考えると、すばらしいストーリーだったと思う。 

 

○  内容については皆さんのおっしゃる通りで、大変立派なドキュメンタリーだ。ただ、

いま質問があったように、登場するのが同じようなタイプの女性だけなので、もう少

し変化があってもいいと思った。東北で、津波被害が最も大きかったのは水産業だ。

私は東北の漁業復興に関していろいろなエピソードを知っているが、漁業、それから

水産加工業に働く若い人たちの壮絶な努力で、いろいろな考えを次から次へと実践し

ている。そういう素材も入れると、もう少しダイナミックな番組が作れたと思う。 

 委員の意見にあったように、シリーズ化をぜひとも要望したい。私が海外に講演に

行ったときでも、まずその国に対して、特に欧米だが、東北の被災地に対する支援を

いただき、ありがとうというメッセージから始めて、ここまで復興しましたという現
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状を撮ってきたスライドで見せることにしているのだが、どの程度まで復興してきて

いるか、彼らは非常に関心を持っている。 

 現在の姿で、復興していることが一目でわかるような場面があまりなかった。例え

ば陸前高田などは、整地作業は進んでいるが、いまだに町全体はガランとして荒涼た

る風景だ。南三陸などへ行くとびっくりするほど大規模な工事が行われていて、１５

メートルぐらいのところへ土を盛って町全体を高くしている。海外の人たちは自分た

ちが支援したところがどうなっているのかに非常に関心があるので、それをフォロー

する意味で、また来年もこういう企画をやっていただきたい。 

 また、皆さんがおっしゃるように、国際放送の視点から作ったものは、通常の国内

番組とは違った切り口があって、あれを国内で放送するのは大変すばらしいことだと

思う。 

 

○  すばらしい映像で、すばらしい企画だと私も思ったが、欲を言えば、ああいう大災

害にあったところは日本だけではなく世界にたくさんある。そういう中でいろいろな

形で復興を遂げているエピソードを伝えたらどうか。せっかくの国際放送なので、日

本をまずベースにしてスタートし、次は他の国でもストーリーを展開し、最後は人間

のすばらしさを歌い上げることになるといいのではないか。 

 

○  いまのご意見はもっともだが、日本人だからこそできたこともいろいろなところに

あり、びっくりするほどだ。完全に陥没した道路を６日間で全て直してしまうとか、

水産加工業の立て直し方にしても、さすがにこれが日本人の強さなのだと思うような

ところがある。そういうところも少しＰＲを込めて入れていただきたいと思う。 

 

○  逆にいろいろな国を出すと、結果的に日本のケースがよく見えてくるのかと、私は

思った。 

 

○  皆さんのお話の通り、本当に素晴らしかったと思う。特に未来を担っていく子ども

たちに何を伝えていくかという観点から、とても意味のある内容だった。 

 子どもたちが困難を乗り越えて成長していくとか、それから考え方が変わっていく

とか、第４話の外国人の先生とか、いろいろなことが全部絡まって最終的には日本の

子どもたち、若い人たちに伝わっていくといいと思う。 

 あとは２年後や５年後、今回取材された人たちがどのように成長して変わっていく

かという姿をぜひ見せていただきたいと思った。 

 

○  震災との関係で違う角度の話を申し上げる。これだけ世界中の国から助けてもらっ

てここまで来たということに対する感謝。これが世界にどこまで伝わっているか。わ

れわれもほかの国を助けるのだから当たり前だという気持ちにならずに、感謝の意を

表明する方法を考えていただけないだろうかというのが１点。 

 もう１つの鳥居の関係では、デブリについてはニュースで取り上げているが、美談

の陰で実は大変なごみがいろいろなところに行っている。これをどうするかという問

題があり、日本政府は 2012年にハワイ、アラスカ、オレゴン、ワシントン、カリフォ
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ルニア、カナダに１００万ドルずつ、当時の野田総理から米・クリントン長官に、と

りあえずの対処費用を渡したはずだ。球が１つ流れ着いたとか、鳥居が何とかという

美しい話だけではない、これはもっと大変な問題なのだという立場に立って、しかし

中には、こういう美しい話もあるというのが適正なプロポーションではないかという

ことが念頭にあった。 

 

（ＮＨＫ側） なぜ主人公５人が女性ばかりだったかという質問だが、これは偶然だっ

た。もともとこの番組は３月１１日、１２日に「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」、 

 「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」で放送した企画をもとに、何らかの形でそこ

に生きている人たちの５年、自我形成期の５年を見ていきたいということ

で放送後に立ち上げたもので、最初からこの番組が構想されたわけではな

かった。確かに放送のタイミングは、もっと早く、３月中に放送すべきも

のだが、結果的に５月１日になった。 

  「夢だけは壊せなかった大震災」というのは男性が書いたことばだが、

企画では女性のほうがカメラに向かってしゃべっているケースが多く、結

果的に女性が登場するエピソードが多くなった。 

  福島の素材はなぜなかったのかという質問だが、福島はどちらかという

と原発の事故に伴う除染とか、地域がどのように全体として再生している

かという構造的な部分のストーリーが多く、今回の「Ｆｉｖｅ Ｙｅａｒｓ，Ｆｉｖｅ  

 Ｓｔｏｒｉｅｓ」のような、それぞれの子どもたちの個人的なストーリーを見つめ

るものは少なく、結果的に福島の素材が入らなかった。もちろん福島の問

題、そこに生きている人たちの問題に改めて向き合うことはとても必要な

ことだと思っている。きょう、ご意見をいただいた上でさらにそういうセ

グメントをつないでいくストーリーを考えていきたい。 

   

（ＮＨＫ側） 「ＴＨＥ ＧＡＴＥ」放送のタイミングも、現地の３月はまだ寒く、５月ぐ

らいがちょうど桜の季節で、その時期に合わせて鳥居の再建式典をオレゴ

ンから来た人たちと地元の人たちで行うということだったので、３．１１

には間に合わず、６月になった。 

  ３．１１の当日、私はニューヨークにいた。当時は、アメリカの姉妹都

市の方たちを中心に夜も寝ずにいろいろな形で奔走して募金を集め、それ

を送金したり、ボランティアで被災地に入ったりという動きがたくさんあ

った。どうしてそんなことまでしてくれるのか、最初は疑問に思ったが、

その人たちの動きを丁寧に取材しているうちに、日本のことを心配してく

れる人は、アメリカだけでなく世界中にいる。そういう人たちの存在や活

動を伝えるのが私の仕事なのだ、ということに気付いた。 

  これからも、こういう番組を世界に流すことによって、感謝の気持ちを

伝えていければと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 確かにわれわれがニュースを作っているときに、あれだけ世界各国から

支援をしていただき、心配もいただいたことに対する感謝の気持ちを伝え
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るという発想が、足りなかったのかもしれない。 

  国際放送で、日本に関心のある方が、そういう視点で見てくださってい

るということであれば、われわれにもやはりそういう視点が必要なのだと

いうことを改めて感じている。 

  それから逆に漂流ごみが流れて行って迷惑をかけている部分ももちろ

んあるわけで、そういう部分についてもきちんと伝えていく責任が、国際

放送にはあると思う。 

  被災地の方と話をしてみると、自分たちの取り組んでいること、苦労し

ていることなどの現状を海外に発信してもらえることが、すごく励みにな

るしうれしいと言われる。また被災地の復興、先ほどの意見にもあった水

産加工業の復興には、やはり外国に買ってもらえることが非常に重要だと

いうことはよく言われる。風評被害のようなものがあってなかなか売れな

い部分もあるので、現状をきちんと取材して、正確に物事を伝えていくこ

とが、いろいろな意味でわれわれにとって重要な使命なのだと思う。そう

した観点から、引き続き、こうした問題を取り上げていきたいと思ってい

る。 
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平成２８年６月国際放送番組審議会 

 

平成２８年６月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６２６回）は２１日（火）ＮＨＫ放送

センターで７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」、「ＮＨＫ 

ＮＥＷＳＬＩＮＥ」、「ＲＡＤＩＯ ＪＡＰＡＮ Ｎｅｗｓ (Ｅｎｇｌｉｓｈ)」について意見交換を行った。最後に

国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配付し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長   藤崎 一郎 （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

委  員 大西  洋 （㈱三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員、 

   ㈱三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員） 

委 員 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委 員 木山 啓子 （特定非営利活動法人 ジェン 理事・事務局長） 

委  員 塩見美喜子 （東京大学大学院理学系研究科 教授） 

委  員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫおよび国際放送の最近の動きについて＞ 

 

○  ＮＨＫワールドのＦａｃｅｂｏｏｋでは「いいね！」がいくつぐらいあるか、集まったビ

ッグデータを、どのように分析・解析して、戦略的な放送や配信に結び付けているの

か。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫが５月の来日前に撮ったオバマ大統領の単独インタビューを、Ｎ

ＨＫワールドのホームページに全文掲載した。アメリカ向けにＦａｃｅｂｏｏｋ

の広告を打ったところ、１３０万人ぐらいにリーチして、３万人以上がそ

のページを訪問してくれた。Ｆａｃｅｂｏｏｋとうまく連携すると、ものによっ

て非常に効果が高いという手応えを感じている。 

 

（ＮＨＫ側） ニュースについては、項目ごとにインターネットでどれだけアクセスが

あるかというデータを取っている。世界の人がどんなニュースに関心があ

るか、分析をして、それに合ったニュースの項目を立てていくということ

もしている。 

  例えば、去年の鬼怒川の氾濫のときも、その土地に近い人たちからのア

クセスが急に増えるような事象があった。それを出すことによって、実は
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そのニュースを知りたい人がたくさんいることがよく分かったので、必要

な人々に必要な情報を届けるというニュースの出し方を研究するように

している。 

 

○  ７月下旬の都知事選について海外にはどのように発信する予定か。急に決まったこ

とだが、オリンピックも踏まえてどのように取り上げる予定なのか。 

 

（ＮＨＫ側）   都知事が辞職したときはかなり大きく、毎正時の「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」

で取り上げた。７月３１日の投票日についても、投票が始まった、投票が

終わった、誰になったということを詳しく伝える予定だ。オリンピック開

催が決まってから知事が２人も辞めたという現実と、次の知事がどういう

人物で、東京オリンピックを含めて東京を国際的にどういう形でアピール

していくのか、きっちりと伝えていきたい。 

 

 

＜視聴番組「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」（ＮＨＫワールドＴＶ ２０１６年５月２６日（木）２０:００） 

「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」（ＮＨＫワールドＴＶ ２０１６年５月２７日（金）１７:００） 

「ＲＡＤＩＯ ＪＡＰＡＮ Ｎｅｗｓ (Ｅｎｇｌｉｓｈ)」（ＮＨＫワールド・ラジオ日本 ２０１６年５月２７日（金） 

  ２０:００）（伊勢志摩サミット、オバマ大統領広島訪問関連ニュース・番組）について＞ 

 

○  ３つの番組について放送順にコメントしたい。最初の「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」

は、全体的にとてもよくできていた。ただし、２点気になったところがある。まずオ

バマ大統領の訪日について、９３％が“ｇｏｏｄ”か“ｖｅｒｙ ｇｏｏｄ”という評価が紹介さ

れた。その際“ｖｅｒｙ ｇｏｏｄ”が最も高い評価であると言ってほしかった。以前、アメ

リカ・ボストンの市長選で同じような調査結果を見たことがある。実は“ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ”

という最高評価の選択肢があったのだが、その選択肢の数字は出さずに、“ｇｏｏｄ”、 

“ｖｅｒｙ ｇｏｏｄ”、“ｆａｉｒ”の比率が高いとだけ伝えられていた。今回の番組では、そん

な疑惑が持たれないように、選択肢に何があるか、その中で一番いいのが“ｖｅｒｙ  

ｇｏｏｄ”であるということにひと言触れておけば、万全だったと思う。 

 番組では、このオバマ大統領訪日のほかに、中国、アジアのニュースがいくつかあ

った。Ｃｈｉｎｅｓｅ ｓｔｅｅｌの問題、ウイグルの問題等が同時に入っていた。中国人がこれ

を見ると、何か中国にとって思わしくないような内容ばかりが取り上げられていると

いうイメージを持つのではないか。対象にされた国の人がこれを見たときにどういう

反応をするかということも考えて、全体構成をした方がいいのではないか。 

 ２番目、「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は構成がとてもよかった。過去、現在、未来のつな

がりが理解できる構成で、特にオバマ大統領の就任演説のあたりからの映像が非常に

効果的に入っていた。生中継ベースの番組の中で「待ち時間」に、いくつもの効果的

な映像が入っていてよかった。最後には未来を担う若者の声が入っていて、好ましい

内容だと思った。 

 ３番目のラジオは、アジア諸国の首脳たちが参加した拡大会合について伝えられて

いて、よかった。聞く人によって反応が違うかもしれないが、英語のネイティブスピ
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ーカーでない放送専門家であるリポーターの英語は決して上手ではなかった。ネイテ

ィブスピーカーが聞けばどうしようもない英語と思われるかもしれないが、アジアの

人が聞くと、彼らが日常的に話す英語に似ていて、これはこれで味があってよいと思

った。 

 

○  私も、Ｇ７サミット後のアジア諸国などとの拡大会合について報道していたのはと

てもよかったと思った。テレビの「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」でも同様の報道があれ

ば、さらによかったのではないか。 

 ２番目の「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は、構成的には非常によかったし、オバマ大統領

のスピーチを改めて聞くと、非常に感動的で、ライブでやったことにとても大きな意

味があったと感じた。途中に入るリポートも「こういうところを出してほしい」と思

ったタイミングで入ってきたので、よかったと思う。 

 

○  「ＲＡＤＩＯ ＪＡＰＡＮ Ｎｅｗｓ (Ｅｎｇｌｉｓｈ)」は苦しかった。やはりラジオとテレビは違

う。英語のうまい下手だけではなく、音だけでリスナーに物事を伝えるという決意が

見られなかったのは残念だった。 

 一方、「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」と「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は感心した。文句を

付けるところは全くない。ニュースの構成、流し方、映像など、日本のテレビ放送、

英語放送はここまで来たのだという感慨を持って見ていた。内閣官房参与の谷口智彦

氏のインタビューは見事だった。ああいう人をもっと活用できたらと思う。オバマ大

統領の広島訪問も大変よかった。 

 日本は唯一の被爆国として誰よりも核を憎む立場にいるが、一方で日本ほど危険な

ところに位置している国はない。日本はその二律背反的なところでなかなかよくやっ

ていると思う。 

 今年の国連総会で核兵器の非合法化、つまり核禁止条約が成立する可能性があると

言われている。もちろん核保有国は、「俺たちは関係ない」と言って署名もしないだろ

うが、少なくとも非核保有国の間では核兵器を非合法化しようという着実な歩みがあ

るので、そういう動きを世界に発信するのも日本の責務だと思う。 

 

○  「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」と「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」については、非常に分かり

やすいメッセージが海外にも伝わった感じがした。ただ、「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」

については、サミットのテーマとして東アジア問題と広島原爆投下のほかに、難民の

問題にもう少し触れたほうがよかったのではないか。 

 「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」の生中継は非常に難しい状況だったと思うが、オバマ大統

領のヘリポート到着のときに映されていた平和記念公園の「待ち」の映像が長く、一

瞬緊張が緩んでしまった。 

 ラジオは訪問後のニュースということで非常に難しい面があったと思うが、ほかの

国の取り上げ方がどうだったかなどの情報も入れれば、先ほどから指摘されているよ

うな点もずいぶんニュアンスが変わったと思う。 

 

○  「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」は、オバマ大統領をはじめとした、Ｇ７サミットに参
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加する各国首脳の映像が割合として少ないと思った。谷口氏へのインタビューでは、

中身はすばらしいことを話していたのだと思うが、かなり長く、立ったままで話した

ということもあり、冗長な感じを受けた。 

 きょう、ネットのニュースで見たのだが、アジアの大学のランキングの中で日本の

大学の順位が軒並み下がっている。その理由はやはりグローバリゼーションである。

大学生と話していると、それを実感する。大学院などは授業もまだ大多数は日本語で

やっている。せっかく来てくれた留学生に肩身の狭い思いをさせている。それはなぜ

かというと、日本人が今なお英語に対して持つ抵抗感のせいだ。ＮＨＫには、英語教

育の番組はあるが、普通に身近なところで使われている英語を聞ける番組がない。ネ

イティブ英語へのアクセシビリティーを高めていくと、日本人の英語もよくなるので

はないかと思う。 

 

○  「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」に関しては、デンマークとイタリアなどの取材陣から

コメントを取っているシーンがあった。私としては、アジアで起きていることだから、

中国や韓国など近隣諸国のメディアがどんなふうにどれぐらい集まったのか知りたか

った。確か、6000人ぐらいのジャーナリストが集まったというようなリポートが最初

にあったと思うが、その全体像を例えばＣＧのチャートで示すなどするとよかった。 

 谷口氏の話は、すばらしいと思ったが、聞けば聞くほど、サミットの意義について

の肯定的な世界観ばかりが表現されていて、ＮＨＫワールドがジャーナリスティック

にこのサミットの本質的な意義、あるいは問題点を、２６日の時点でどう捉えていた

のかというところがあまり見えなかった。挑発的な言い方かも知れないが、ジャーナ

リズム的というよりパブリシティー的な要素を感じたので、世界のジャーナリストが

ああいう番組を見たときに、どこにジャーナリスティックなポイント・オブ・ビュー

があったのか問われるのではないかという気がした。しかし、サミットを非常に多面

的に取り上げた内容だったと思う。 

 「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は、非常にライブ感があって、何台のカメラを使ったのか

と思った。オバマ大統領のショットも、何度もカットを割って切り返していたが、

ＮＨＫ本体とＮＨＫワールドＴＶが別の部隊で動いていたのかとか、そんなことまで

考えてしまった。長い番組で見る方が途中でへこたれるかと思ったが、ヘリショット

もあり、テレビのカメラワークとしては見応えがあって、最後まで見てしまった。 

 今回の大統領広島訪問が国際的なイベントであったことは間違いないので、全世

界でどれぐらいの人が見たのかというデータが取れるなら知りたい。また、例えば

ＢＢＣ、ＡＢＣ、ＣＮＮ、アルジャジーラなど、ほかのメディアはどういう取り上げ

方をしたのか、それは、その後、どのように検証されたのか。この点に興味がある。

またＮＨＫのフッテージをどこかのメディアに提供したケースがあるのか。そういう

ことも気になった。 

 どちらのニュースもライブ感のあるものだったので、日本時間が何時で、どういう

状況かということをもう少し丁寧に打ち出してもよかった。特に９０分の「ＮＨＫ 

ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は、世界中の人が見ているという前提であるならば、時差も含めた時

刻の紹介も多少はリポートの中に出てくるべきだったと思う。 
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○  いまの意見に全部賛成だ。谷口氏を褒めたのは政府のスポークスマンとしてのパフ

ォーマンスを褒めたので、それに対してもう少しクリティカルな見方も、あって当然

だ。 

 

○  私は３本全部拝見した。基本的には２本のテレビ番組は非常によくできていたが、

コメントをいくつか申し上げたい。 

 第１点は、谷口氏は内容的には非常にいいと思ったが、途中で「Ｓｈｉｎｚｏ Ａｂｅ」と

いう内輪感を示す言葉があった。やはり「Ｍｒ．Ａｂｅ」と言ったほうが客観的な感じが

すると思った。 

 第２点は、伊勢神宮について少し説明が欲しかった。２０年に１回の式年遷宮を一

昨年に行ったこととか、日本人にとってどんな場所なのかということを、神道を称揚

するわけではなく、世界に発信してはどうかと思った。 

 第３点、広島、長崎、両方の原爆の爆撃機のパイロットのお孫さんを連れてきたと

いうのは、私は知らなかったので、ああ、こういう人がいるのかと思い、感ずるとこ

ろがあった。 

 第４点、これは実際にはセキュリティーなどの問題で無理なのかもしれないが、終

わった直後に、できれば松井一實広島市長などの談話が織り込めるとよかった。 

 最後にラジオ番組については、外国人リポーターが分かりにくい英語で話すのは、

必然性がある場合はいいだろうと思う。インドネシアについてのリポートをインドネ

シアの人がするのであればいいが、それ以外の話でそういう人が登場するのは、若干

不自然な感じがした。 

 

（ＮＨＫ側） 全体的なことについて申し上げる。広島については、大規模な全国応援

を得ながら、広島放送局が中心になって総合テレビでも特番を放送してお

り、いわゆる国際信号という形で、ＮＨＫが代表映像を作って世界中に配

信した。ベースの映像に加えて、ＮＨＫが単独でヘリコプターを飛ばした

り、オバマ大統領が広島のヘリポートに着いたときの遠景など、さまざま

な映像を組み合わせて作っている。 

  これまでの国際放送局は、正直に申し上げて、総合テレビの特設番組に

同時通訳を付ける形で放送をするのが精一杯だった。伊勢神宮に各国首脳

が到着した特設ニュースについては、地上波のものに同時通訳を付けて、

スタジオ枠付けを若干足したというぐらいにとどまった。しかしご覧いた

だいた広島訪問については、国際放送局が世界に発信する項目として今年

最も力を入れるべきものだという位置付けもあり、ここにいる榎原専任部

長を解説役として立てて、国際放送局のスタジオで映像を組み合わせて総

合テレビとは全く違う構成の番組を放送した。 

  ご覧いただいた、中にはさみ込んでいるリポートについても、これは国

際放送局独自で制作したリポートをすべて組み合わせて放送したもので、

そういう意味では委員の皆さまにお褒めの言葉をいただいたことは、うれ

しく思っている。 

  ご指摘いただいた数々の点については、われわれ自身も反省をしている
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ところだ。広島市長に来ていただければよかったということも、これから

もっと発展させていかなければいけない部分である。われわれが１つのチ

ャレンジとして行ったことは、オバマ大統領、安倍総理大臣の言葉を、Ｎ

ＨＫワールドの看板で、世界にライブで伝えたい、その前後でこのことの

意味合いを説明し、どれだけ世界の人に分かってもらえるかということも

含めて発信したいという思いで作ったものなので、稚拙な部分も含めて受

け止めていただきたいと思う。 

  委員のご質問にもあったが、この時間については、ＮＨＫが国際信号と

して作ったものをベースに、ＢＢＣもＣＮＮも、インターナショナルのチ

ャンネルではあるがライブの特番を組んでいたことを付言しておきたい。 

  ラジオでは厳しいご意見をいただいたが、批判を真摯（しんし）に受け

止めた上で、世界への発信を、使命感を持って続けていきたいと思う。 

  谷口氏については、皆さまからいろいろな意見をいただいた。「ジャー

ナリスティックというよりはパブリシティーが強かった」という言葉は、

身にしみた。そういうことに関するバランス、まさに谷口氏を出してイン

タビューすることが政府広報にならないようにという配慮は、われわれと

しては十分にしているつもりだが、そのように見えなかったとすると、重

く受け止めるべきである。 

 

（ＮＨＫ側） 厳しいご意見、ありがとうございます。英語の質、リポートの内容を含

め、いろいろ課題をいただいたので、持ち帰ってこれから研さんをし、次

回はよい評価をいただけるようにしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 先ほどあった、デンマークとイタリアの取材陣についてのご質問だが、

確かに近隣諸国の声があればと思う人は多いと思うので、ジャーナリスト

の声を取り上げるときにどういうバランスでやるかということも考えて

いきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 今回の伊勢志摩サミット、それからオバマ大統領の広島訪問について、

どれぐらいの人たちが見てくれたのかという、具体的な指標はなかなか難

しいが、類推する資料としては、例えばＮＨＫワールド・オンラインへの

訪問者数は、通常週の５月１６日の週は３５万人ぐらいだが、伊勢志摩サ

ミット、オバマ大統領の広島訪問があった週は５１万人に増えている。Ｎ

ＨＫワールドＴＶのニュースに限ると、通常週の５月１６日の週は６万人

ほどだが、この週は１１万人ぐらいとほぼ倍増している。サミットと広島

訪問については、世界中の人が関心を持って見ていただいたことになるの

ではないかと思う。 

  それから、別の番組ではあるが、「Ｊ‐Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」や「Ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ」

などで、伊勢志摩地域の自然や食べ物、伊勢神宮のあり方などについて紹

介している。これもＶＯＤでの再生回数が多く、伊勢志摩に関する関心に

応えることができたと思っている。 



1 

平成２８年５月国際放送番組審議会 

 

平成２８年５月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６２５回）は１７日（火）ＮＨＫ放送

センターで８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、ＮＨＫの国際放送と番組審議会の役割について

の説明と、審議会での意見が国際放送に反映された事例について報告を行い、意見交換を

行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資料を配付し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  藤崎 一郎  （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

副委員長 内永 ゆか子 （特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ 

  ネットワーク 理事長） 

委 員 大西  洋 （㈱三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員、 

   ㈱三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員） 

委 員 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委 員 木山 啓子 （特定非営利活動法人 ジェン 理事・事務局長） 

委 員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

委 員 田中 明彦 （国際政治学者、東京大学東洋文化研究所 教授） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫおよび国際放送の最近の動きについて＞ 

 

○  伊勢志摩サミットとオバマ大統領の広島訪問について、国際放送として何をどう発

信するのか基本方針を伺いたい。 

 

○  ６月の番組編成についての要望だが、現在、国際海洋法裁判所にフィリピンが南シ

ナ海の件で提訴していて、５月末か、６月中に仲裁の結果が出るのではないかと言わ

れている。出た場合は、国際的に丁寧な解説を流していただくことが必要だと思う。

国内放送でも注目していると思うが、国際放送でも、ぜひ丁寧な解説をしていただき

たい。 

 

○  個人的なことで恐縮だが、私は「コズミック フロント」というＢＳプレミアムの番

組をずっと見ていて、本当にいい番組だと思う。今回英語化するそうだが、国内放送

のすぐれた番組を、どんな基準で選び出して英語化するのか、以前から放送している

番組が、なぜ今国際放送されるのか伺いたい。 
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（ＮＨＫ側） 伊勢志摩サミットと、オバマ大統領の広島訪問は、今年前半の国際放送

が発信すべき最も重要なニュースだと位置付けている。現地に中継を出し、

ポイントになるところは生中継特番も考えている。国際海洋法については、

国内報道だけでなく、国際報道でも重要なニュースだと位置付けている。

どのように伝えるか検討したい。 

  「コズミック フロント」については、高い評価をいただき、ありがた

い。ただ、すぐれた国内放送番組で、国際発信する意義もあり、いち早く

英語化したいものでも、国際展開のための権利処理などに時間がかかり、

すぐには実現しないというケースもある。 

 

（ＮＨＫ側）  伊勢志摩サミットは、２５日の前日から前触れということでかなりの

時間を割いて「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」で

扱う予定だ。２６日の当日は、国際プレスセンターに国際放送独自のスタ

ジオを設け、メインキャスターが２人、現地に入り、ほぼ一日中、朝から

ワーキングディナーが終わるまで、会議の模様を刻々と伝えるとともに、

会議の焦点、その時々のアジェンダについて記者解説やリポートを交えて

分厚く伝える予定である。２６日は安倍総理大臣が伊勢神宮で各国首脳を

迎えるところから公式行事が始まるということで、総合テレビでも中継を

行うので、それを取り込む形でライブ発信する予定である。 

   翌２７日も朝から現地の国際プレスセンターのサテライトスタジオか

ら、会議の推移を刻々と伝える予定だ。安倍総理大臣の議長会見は今のと

ころ、日本時間午後２時に予定されているので、国内放送の中継に同時通

訳を付ける形で世界に向けての発信を予定している。 

  それが終わるとすぐ、オバマ大統領と安倍総理大臣の広島訪問というこ

とで、これも別に取材団を組んで現地から伝える。セキュリティーの関係

で、どこまで取材陣が近づけるか、どれだけ独自映像が撮れるのかは、わ

からないが、できるだけ中継等を交えて分厚く伝えようと計画している。 

  大統領の広島訪問に関しては、訪問の模様や意義に加えて、最近の核軍縮

を巡る動きや、大統領の核をめぐる過去の発言などを交えながら多角的に

伝える予定だ。ゲストとして核軍縮の専門家や、被爆三世の日米の若者を

中継拠点に呼んで、今回の大統領の訪問をどう捉えるかという見方も紹介

しようと考えている。また、大統領を迎える広島市民の様子、被爆者の方々

の受け止め等も取材して伝える予定だ。 

 

○  私からはお願いが１つ。毎月の審議会で「最近の国際放送の動きから」という報告

をいただいているが、差し支えなければ加えてほしいのが、インターネットと国際放

送の関わりだ。毎年の編成方針の中には、インターネットとの関係、インターネット

での展開等が重要な要素として盛り込まれているが、日々の業務の中で、どのような

ことが起きているのか。報告の一項目としてひと月に一度まとめていただけるとうれ

しい。 
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○  大統領の広島訪問については、日本国民に心地よい映像と外国、特にアメリカ国民

の心に入りやすい映像は異なっている。大変センシティブな問題なので、アメリカで

放送したときに、やはり大統領が広島に行ってよかった、とアメリカ国民が言える番

組を作ってもらいたい。 

 

○  サミット関連でお願いがある。オバマ大統領の広島訪問は非常に大事だが、Ｇ７サ

ミットがかすんでしまうのは具合が悪い。バランスをうまく取っていただきたい。 

 それからもう１つ、Ｇ７サミット関連で、日本政府は開発途上国の首脳を何人も招

いている。ＡＵ（アフリカ連合）の議長国チャドや、ＡＳＥＡＮの議長国のラオスな

どから、開発途上国の首脳が多数来日する予定だ。日本は開発途上国の首脳との対話

も大事にしているということが分かるような報道にしていただけるとありがたい。 

 

（ＮＨＫ側） ２日目に拡大会合が開かれるので、取材する予定だ。 

 

○  私はこの１か月間、ラオスとネパールと台湾に行って来た。できるだけ海外でＮＨＫ

ワールドＴＶを見たいと思っていたが、台湾は大学のドミトリーのＶＩＰルームに泊

まったせいか８０のチャンネルがあったものの、ＮＨＫワールドＴＶは入っていなか

ったので、各国の配信事情が気になった。 

 例えばラオスから首脳が来たときに、ラオス国内で、ラオス語でこの情報を流すこ

とはできないのか。いまラジオでやっている多言語化をテレビの世界にも広げていく

ことが可能なのかどうかが知りたい。 

 視聴者を広げるときに、英語が分かる人だけではなく各国の現地語でテレビを見た

い人にも広げていく。これは大いに意味のあることではないか。 

 

○  ５月のサミットと言えば、伊勢志摩サミットしか出てこないが、「世界人道サミット」

もトルコのイスタンブールで開かれる予定だ。シリアの問題は言うに及ばず、非常に

厳しい状況の中、人道支援自体がイノベーションを起こしていかなければいけないと

いうことで、国連のパン・ギムン事務総長が 2013年に呼びかけて今年実現するものだ。

しかし伊勢志摩サミットの陰に隠れて全く注目されていない。人道問題を解決してい

かないと、世界はよくなっていかないという意味で、人道サミットに関してもぜひＮ

ＨＫワールドから発信をしていただきたい。 

 

○  核軍縮に大統領の広島訪問をつなげるのは結構だと思うが、日本の立場は相当微妙

なものになると思う。日本は唯一の被爆国で核兵器に対してどこよりも強い嫌悪感を

持っていて、核廃絶の旗頭になるべき国でありながら、現実的にはロシア、北朝鮮、

中国という核保有国に囲まれている。つまり核の拡大抑止をどこの国よりも必要とし

ている。したがって核軍縮交渉の中でもオーストリア、スイス、メキシコ、南アフリ

カといった、ファンダメンタリスト的に核の全廃を唱える国々と同一歩調は取れず、

ＮＡＴＯ、オーストラリアなどのグループに身を置かざるを得ない。 

 大統領が広島で何を言うかは分からないが、一気に核廃絶の実現を、と叫べない日

本の難しい立場も織り込んでいけば、深みのある番組になると思う。 
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（ＮＨＫ側）  ＮＨＫワールドのインターネット活用の現状を知りたいというご意見は、

おっしゃるとおりだ。和食関連の番組やレシピを紹介するフードポータル

サイトが６月から始まるので、積極的に紹介していきたいと思っている。 

  核廃絶についての日本の微妙な立場は、当然心得ている。被爆国日本と

して単純に核廃絶を叫ぶのではない、深みのある放送をし、この歴史的な

事態をどうとらえるかを発信していくことでＮＨＫワールドＴＶの真価

が問われると思う。 

   国内放送と国際放送の番組の関わり合いについてのご質問は一番難し

く、ひと言では答えられない。国内向けと海外向けの番組では、スタンス

を変えるべきだという問題意識は、われわれ全員が共有している。国際放

送として何を発信していくべきか、われわれは日々自らに問いながら企画

を採択し、番組を作っていく。そこに、この番組審議会での議論を反映さ

せていくということだと思う。 

  テレビの多言語化にさらに取り組んでほしいというご意見はいろいろ

なところで聞く。少数言語だけでなく、中国語、スペイン語、ポルトガル

語などで進めてほしいという声もある。もちろん検討課題としてわれわれ

も捉えているが、ニュースをはじめとしたさまざまな事象をそれぞれの言

語にきちんと訳せる人がどれだけ確保できるかという人材の問題、センシ

ティブな問題の翻訳におけるリスク管理、検査・検収をどう行うかなど、

さまざまな課題がある中で検討を進めている段階だとご理解いただきた

い。 

 

（ＮＨＫ側） 私は今回「ＮＨＫ国際番組基準」を改めて読み返した。これはわれわれ

が番組、ニュースを作るときの憲法のような、最も基本的な方針を定めた

ものだ。その中に「内外のニュースを迅速かつ客観的に報道するとともに、

わが国の重要な政策および国際問題に対する公的見解ならびにわが国の

世論の動向を正しく伝える」というのが一般基準としてあり、さらに報道

番組の基準として「ニュースは事実を客観的に取り扱い、真実を伝える」、

「解説・論調は公正な批判と見解のもとに、わが国の立場を鮮明にする」、

「わが国の世論を正しく反映するようにつとめる」となっている。これは

国内番組基準とは別につくられているものだ。ニュースや番組がこの基準

を満たしているのかどうか、自ら検証していくと同時に、この番組審議会

で伺ったご意見をしっかり生かしていくという責任を持っている。 

 

 

＜ＮＨＫの国際放送と番組審議会の役割について ～放送法の観点から～＞ 

＜審議会での意見が国際放送に反映された事例についての報告＞ 

 

○  前回、個々の番組についての議論だけでなく、国際放送のあり方等についても議論

していきたいという意向を多くの委員から伺った。また国際放送と番組審議会の役割
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についてどう考えるのかという問題提起があったが、それに応えてこういう議題をご

用意いただいたことに感謝したい。また、審議会での意見が国際放送に反映された事

例等についても資料をご用意いただいた。 

 

○  ＮＨＫの国内放送を見ていて、これは世界に出してほしいという番組がたくさんあ

るが、国際放送向きの番組を選ぶにあたっては、ランダムにいろいろ見ていて、これ

はよしとするのか、それとも国際展開の視点からシステマティックに見る体制が常に

あるのかどうかをお聞きしたい。 

 それから編成計画から個別番組提案、制作、取材と、新しく番組を作るときに国際

放送だけでやっているのか、あるいは国内放送と国際放送の共同体制になっているの

か、その２点を教えていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫの中では、国内放送と国際放送の連携の機運が高まっている。こ

れまでは別々に提案募集をして別々に採択をしていたが、一昨年度からは

共同で募集して、共同で採択をしようということが始まっている。国内放

送の制作者も自分たちの番組に声がかかって来るのを待っているのでは

なく、「われわれはこんないい番組を作っているので、国際放送でも放送

してはどうか」と提案するようになった。先ほどの「コズミック フロン

ト」も、そのような経緯で英語版「Ｃｏｓｍｉｃ Ｆｒｏｎｔ」を作った。 

  系統的にチェックしているのかどうかということだが、例えば「ＮＨＫ

スペシャル」は非常に評価が高く、ほとんどのものを英語化しているが、

一本一本を担当者が見て、いつ、どこで、どういうタイミングで英語化し

て放送すればいいかということを検討している。また、国内視聴者向けの

演出をしていて、国際放送向けには必ずしも効果的でない場合は、制作の

段階から日本人タレントによるスタジオトークやリポートをカットして

再編集できるように、共通理解を固めた上で番組制作を進めるケースも増

えてきた。 

 

○  国際放送の役割の中に、外国人に日本に対する正しい認識を持ってもらうという項

目があったが、日本の文化やライフスタイル、産業、地方の魅力を紹介する番組を見

ながら、なぜこれを取り上げているのだろうかと疑問を持ったことが、この１年で何

度かあった。 

 また、先ほどのフードポータルの話だが、いま日本食は注目をされているので、ポ

ータルサイトで家庭向けのレシピを栗原はるみ先生が教えるのは、いいと思う。しか

し２年ぐらい前だったか、海外でたまたま和食の一流料理人の特集を見て、これが本

当の日本の和食だということを日本人としても誇りに思った。結論から言うと、海外

の方にわかりやすく、カジュアルにシンプルにということも重要だが、ＮＨＫの持つ

影響力や役割の大きさを自覚して、本格派の番組を大事にしてほしい。 

 

○  モニターについて質問がある。前回も今回も、モニターの意見を拝見したが、あま

りにもいい評価が多い。すべての意見がここに取り上げられているのか、それとも特
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別に選んだものをここに掲載しているのか。その点を伺いたい。 

 もうひとつ、日本人モニターがいないのが気になった。日本人で見ている方もいる

と思うので、幅広く日本人からも意見を聞いたらいいのではないかと思った。 

 そして、若い世代をどう取り込むか。モニターを見ると全員が２０代以上だ。１０

代のモニター意見がない。すぐには難しいかもしれないが、モニターの家族の意見も

取り込むようにすれば１０代の意見も反映されるのではないか。 

 

○  番組審議会のあり方、あるいは任務はわかったが、制作のプロセス、あるいは予算

編成、そういった手続き的なことを含めて全体的な質問、意見を述べていいというふ

うに理解しても間違いはないか。 

 それから、ラジオ、テレビ、そしてインターネットにおける配信など、それぞれで

どのような行動指針を取っていくのか。これは非常に重要な観点で、そこに関しての

ガイドライン、あるいは方向性は常日頃、皆さんからお示しいただいたほうがいいの

ではないかと思う。 

 もう１つ、ネット配信に関しては現在、放送法の適用外なのか、適用内なのか。Ｎ

ＨＫはどのような考えで取り組んでているのか。 

 

○  番組がどれぐらいの人に見られているか、モニター以外に把握する方法はあるのか。

先ほどの意見と同じく私も本格的な番組を日本からの発信をしてほしいと個人的には

思うが、あまり固い番組は見てもらえないのか。そういう発信側の意図と受ける人々

の希望とをどのようにマッチさせようとしているのか、教えていただきたい。 

 

○  情報伝達の方法はこれから多岐にわたってくる。そういうときに国際放送は国内放

送とどう連携して、どういう情報を発信していくのかという大きな枠を決めてはどう

か。全体の中で何パーセントはこういうことをやる。これは何パーセントぐらいに増

やすとか減らすとか、そういうフレームのようなものがあると、分かりやすい。 

 また、インターネットとの関わりは、いまのところ双方向になっていない。放送を

出しっぱなしで、あとはモニターで意見を聞く。ところがインターネットなどは、本

来双方向のものだ。放送の中に双方向性をどのように取り込もうとしているのか。 

 

（ＮＨＫ側） インターネットに関しては、前回の放送法改正でかなり広範に認められ

るようになった。今は１日２４時間国内放送をインターネットで同時配信

すること以外は可能になっている。 

  番組審議会のあり方について１つ補足すると、放送法の基本原理は、放

送の自主自律をあらゆるところで担保するような規定になっている。特に

放送法３条は、法律によるのでなければ何人も放送に干渉してはいけない

と規定している。ＮＨＫが第三者から個別の番組内容について意見をいた

だく常設の機関は番組審議会だけだ。経営委員会は経営に関する重要な事

項を議決する権限を持っているが、個別番組の編集内容に関わるようなこ

とはできないという明確な禁止規定がある。それだけ番組審議会というの

は重要な役割を果たしていると考えている。 
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（ＮＨＫ側） モニターとは別に、全般的にどのように見られているかの調査について

は私からお答えする。 

  一般的に日本であるような個別番組の視聴率は国際放送の場合にはな

いので、どのように見られているのか、視聴者の意向をどのように把握す

るのかはわれわれ自身が手法を開発して、さまざまなやり方で多角的に把

握しようとしている。 

  ２７年度からは、いくつか世界の都市を選び、それぞれＮＨＫワールド

ＴＶがどのような見られ方をして、それが日本への理解を促進する上でど

のような効果を上げたのかを点検する調査を始めた。われわれが重点地域

としている北米のニューヨークやワシントン、アジアのバンコク、それに

欧州からロンドン等といった都市で定点調査をしている。 

  また、個別番組の改善・向上を図るために、国際放送局では、先ほどの

モニター以外にメールなどで寄せられる意見を参考にしたり、例えば、新

しく番組を開発したときに、重点都市の視聴者に見てもらって感想などを

聞きとる上映会方式の調査や、覆面のグループインタビューなどで率直な

意見をもらうなどの意向調査等を積み重ねながら、番組の向上を図ってい

る。 

 

（ＮＨＫ側） モニターについて、資料としてまとめたものはよい評価のものが多いが、

一部のコアな娯楽番組については平均点に届かないものもあるし、「ＮＥＷ

ＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」についてはスタート当初は厳しい評価だったので、

それもみんなで客観的に共有できるようにしている。 

  日本人モニターについては、これまで海外在住の外国人に見てもらう前

提だったので、日本人モニターはいない。ただ、国内での普及も、いま、

われわれの課題となっているので、将来は日本人モニターを検討すること

になるかもしれない。 

 

○  ありがとうございました。放送法の観点から見た審議会の役割と、そこでの議論が

放送に反映された事例についてご説明をいただき、また各委員からもご議論をいただ

いた。 

 国際放送の番組に関することで、番組審議会として意見をまとめて述べる。その場

合には、ＮＨＫは審議会を尊重して必要な措置を取るという説明があった。法律上は

そのとおりだが、実はもう１つの側面がある。必ずしも全員の意見が一致しなくても、

いろいろな意見を聞いて参考にしていただくのも番組審議会の役割だと思う。 

 きょうはＮＨＫにはよく用意してもらい、また委員の方々の意見もＮＨＫにとって

参考になるものだったと思う。 
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平成２８年４月国際放送番組審議会 

 

平成２８年４月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６２４回）は１９日（火）ＮＨＫ放送

センターで９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず最近のＮＨＫの動きについて、続いて最近の国際放送の動きについて説

明があり、意見交換を行った。ひき続き、視聴番組「２０１６年度新番組ダイジェスト」に

ついて説明があり、意見交換を行った。最後に国際放送番組の放送番組モニター報告の資

料を配付し、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

    委 員 長   藤崎 一郎   （前駐米大使、上智大学特別招聘教授・国際戦略顧問） 

委  員 大西  洋 （㈱三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員、 

   ㈱三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員） 

委 員 岡本 行夫 （外交評論家、㈱岡本アソシエイツ 代表取締役） 

委 員 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 取締役会長） 

委 員 塩見 美喜子 （東京大学大学院理学系研究科 教授） 

委 員 神馬 征峰 （東京大学大学院医学系研究科 教授 国際地域保健学教室） 

委 員 田中 明彦 （東京大学東洋文化研究所 教授） 

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 別所 哲也 （俳優、ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 

    代表） 

 

 

（主な発言） 

 

○  きょうの審議会開催にあたって、考えたことがある。ポイントは３つ。１．これま

での審議会で出された主な意見が、どのように番組作りに反映されてきたか。２．審

議する視聴番組について、選定理由や制作意図などの明確化。３．個別の番組につい

ての審議だけではなく、３回に１回程度は国際放送の編成方針などの大きな議論をし

てはどうか、ということだ。 

 

○  番組制作という点では、プロにかなわない。ただ、いろいろな角度からものごとを

見て意見を言うのは重要だと思っている。そういう意味で、ここで出てきた意見によ

ってこういうふうに変わってきたということが共有化されるといい。 

 

○  委員長の言う通りだと思う。この番組にはどういう意味があり、誰に対して発信し

ているのだろうか、それに対してどういうＰＤＣＡサイクルでフォローアップしてい

るのだろうかといった全体像が分かったほうが議論しやすい。 

  

○  番組審議会の審議とは、どこまでの範囲を、どのように審議すればよいのか。毎回

自問自答しながら参加している。私たちがここで話した、あるいは気づいたことが、
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実際に改善、あるいは取り入れられている点があるのか。それによって何か変化、作

用したのか。よい機会なので、改めて審議とは何か、委員に求められているものは何

かを確認できたらいいと思う。 

 

○  この番組審議会は法律で決まっている。当然、かなり明確な付託事項がある。われ

われは基本的にＮＨＫから諮問を受ける事項について意見を述べるわけで、ＮＨＫの

編成権や予算に立ち入ってはいけないのは当然のことだ。委員長提案の１と２につい

ては賛成だが、３については、番組審議会の付託事項を十分踏まえた上で議論をした

い。 

 

○  ３番のところはＮＨＫの編成権の問題なので、そういうことについて私どもが言う

のはどうかという感じがするが、今年度はこの時期にこういう番組を放送したいとい

う方針をもう少しはっきりさせていただきたい。そうすれば、見せていただいたもの

についてこれは合っているとか合っていないとか、感想を言いやすくなるのではないか。 

 

○  私は放送番組審議会というものを、性格的に見るとｌｏｔ ｑｕａｌｉｔｙ ａｓｓｕｒａｎｃｅ、要す

るにランダムに選ばれたサンプル、つまり番組が質にかなっているかどうかを審議す

るような性格だと理解している。 

 

○  審議会には、いろいろな分野でご活躍の委員の方々がいるので、こんな方針で行く

というところに私たちの専門性が反映できたら、存在意義もより高まるのではないか。 

 

○  出張で３月末の５日間バンコクにいたが、ＮＨＫワールドＴＶはよく見ていた。そ

うすると日本で番組の一部を見るよりも海外で長い時間見ていたほうがいろいろコメ

ントしたいことが出てくる。そういうことも積極的にやったほうがいいのか、ダイジ

ェスト版だけを見てコメントすればいいのか。期待されていることをより明確に伝え

ていただければと思った。 

 

○ ありがとうございました。全員にご発言いただいたが、その中から、共通の見解が

浮かび上がりつつあると思う。これについてＮＨＫ側からの感触を承りたい。 

 

（ＮＨＫ側） いろいろご意見をいただきありがとうございました。番組審議会のあり

方について、いまいただいた意見に関連してこちらで考えていることを申

し上げる。 

  まずは、番組審議会は放送法で設置を義務づけられているので、それに

則っての委員会ということ。放送番組はＮＨＫに編集権があって何人から

も干渉されないということが放送法にうたわれているが、番組の適正性、

ＮＨＫの公共放送としての番組らしさといったところが間違っていない

のかという点は、やはりご意見をいただかなければいけないと思う。だか

ら番組審議会の委員の皆様から、忌たんのないご意見をいただくのは全く

問題のないことだ。 
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  ただ、そのための予算の多寡や要員数ということになると、経営委員会

の任務と考えていただきたい。 

 

 

＜ＮＨＫおよび国際放送の最近の動きについて＞ 

 

○  熊本地震の国内ニュースと同時に、私は国際放送をモバイルで見ていた。４月１６

日は、国内ニュースから１５分遅れての放送だったと思う。災害に強いＮＨＫとして

は、より早く放送できるようにならないか。 

 熊本はアフリカの留学生も非常に多いので、ラジオ日本に誘導できるような工夫も

ほしい。ラジオとの連動は非常にいいのではないか。ラジオでもありアプリもあると

いう２段構えでできるので、やっていただければありがたい。 

 

○  国際放送５月の番組編成について１点、ラジオ日本の新年度番組について１点、コ

メントしたい。 

 まず５月の番組編成の中の、インドネシアをターゲットにした番組作りというのは

非常にいいと思った。タイがビザフリーになったときに大量のタイ人が日本に来て、

いろいろな観光情報を知ろうとした。大学でも３０～４０人のグループが教室に来た

ことがある。これはビザフリーの効果なので、ビザフリーになる国を対象に視聴者を

増やす努力をすると、大きな効果があるのではないか。 

 ラジオ日本では、新年度から全言語でニューステキストの公開を始めたが、対象と

して「外国語を学ぶ日本人の学習者」がある。これは大事だと思った。ＮＨＫワール

ドの「Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ」などは英語を学んでいる日本人にとっても、日本の文化を紹介し

たいときにとても役に立つ情報だと思う。テレビだけではなくラジオでもＨＰでも、

日本人の外国語学習者向けの生きた題材としてこういうものが使われると、日本国内

で相当ニーズが増えるのではないかと思った。 

 

○  ５月の番組編成についてのお願いがある。「伊勢志摩サミット」は当然、大きなテー

マだが、世界全体の中で「伊勢志摩サミット」というのはどういう意味があるのかと

いう観点を忘れずに、ニュースなどを取り上げていただければと思う。 

 

○  ＮＨＫワールドをどう思うか、海外の人に聞くと、日本が何に価値を置いているの

かが分からない、と言う。キャスティングなどの際に、「外国のメディアに大きく取り

上げられたから」という理由ではなく、ＮＨＫワールドが世界で最も影響力のある人

はこの人たちだ、という判断基準で発信をしていくべきだと思う。日本はニュースに

おいても何にフォーカスを置いているのか。どうしてその人に光を当てるのか、その

独自性に疑問を持たれることがある。番組を作る上で、この点を意識していただきた

いと常々思っている。 

 

○  今度、私は専門分野の世界会議に関わるのだが、バンケットがあり、余興は何がい

いかと尋ねたら、「ニンジャ」と言われた。日本人として気が付かなかったが、日本に
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は伊賀など「忍者の里」がある。例えば外国の人が、日本に関して何が知りたいのか

を考えた場合に、料理やグルメばかりに重点を置くのではなく、例えば忍者で１本、

番組を作ってもよいと考える。 

 

○  今回の熊本の震災時には、韓国、中国からたくさん人が来ていたと思うが、彼らが

どういう動きをしているかは全く捕捉できていないと皆さん言っていた。ぜひその辺

にもフォーカスして海外向けの情報を出してほしい。それは別の会議でも非常に大き

なホットイシューになっていた。 

 

○  熊本地震報道について大変有用であるという意見があったが、一部にスピードが遅

いという議論もある。どの程度の頻度で新しい情報に入れ替えているのか、その辺も

含めて答えていただければと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 通常の場合、情報が更新されて、国内から日本語の原稿が出稿され、そ

れが英語に翻訳されるまでにある程度の時間がかかる。 

  今回は緊急報道だったので、タイムラグを減らして状況の変化に機敏に

対応していくために、総合テレビの映像と音声を使いながら同時通訳を乗

せるということも随所で行った。 

 

（ＮＨＫ側） 先ほどご指摘があった視聴者ターゲットの絞り込みについては、参考に

させていただきたいと思う。日本語学習の番組については、４月からＮ

ＨＫワールドＴＶで始めた「Ｊａｐａｎ-eａｓｙ」や、ラジオ日本の「やさしい

日本語」などをさらに充実させ、日本文化の発信をしていきたいと思って

いる。 

  伊勢志摩サミットについては、国内も含めて全体にどのようなスタンス

で伝えていくのか調整しながらやっていくことになると思う。 

  キャスティングについてのご指摘も非常に参考になる。外国のメディア

に載った人を後追いで取り上げるケースもあるが、もう少し俯瞰（ふかん）

的に判断をしていく必要があると思った。 

  また、忍者についてもご意見をいただいたが、ちょうど忍者の番組の放

送を予定している。 

  それから中国や韓国からの観光客の動きは、確かにフォローしきれてい

ないという点があると思うので、今後の課題にしたい。 

 

 

＜視聴番組「２０１６年度新番組ダイジェスト」 

    「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ － Ｅｙｅ ｏｎ Ａｓｉａ」「Ｄｉｒｅｃｔ Ｔａｌｋ」「Ｊ-Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」 

    「Ａ Ｃｅｎｔｕｒｙ ｏｎ Ｆｉｌｍ」（ＮＨＫワールドＴＶ ４月４日～９日）について＞ 

 

○  「Ｅｙｅ ｏｎ Ａｓｉａ」はそれぞれみな、おもしろかった。最後のコスプレの話はとても
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よく撮れていたと思うが、ニュースバリューはあっても、そこで終わってしまってい

る。もう少し突っ込んで、中国政府がコスプレを使って何をしようと思っているのか

というところまで掘り下げるとよかったのではないか。 

 「Ａ Ｃｅｎｔｕｒｙ ｏｎ Ｆｉｌｍ」は、短縮版だけではもの足りなかったので、私は第１回

の全編を見た。第一次大戦についての映像は大変秀逸で、特に戦争が始まって、「行く

ぞ！」という若い男の子たちがニコニコしている顔が、実際に戦地に赴いて、おびえ

た表情に変わっていく、映像のコントラストが絶妙だった。それからシュテファン・

ツヴァイクの引用やＨ．Ｇ．ウェルズの引用もうまく入っていて、大変楽しめた。 

 

○  「Ｅｙｅ ｏｎ Ａｓｉａ」について、私は現実逃避というテーマで本当によかったのかなと

思った。現実逃避ではなく、中国政府がある程度意識をして、文化として築き上げて

いくという戦略が裏にあるのではないかと感じた。 

 「Ｊ-Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」では、日本文化や日本のよいものを海外に紹介して、海外の人に本

当に来てもらえる映像になっているのか疑問を持った。桜の名所として目黒と奈良と

いう場所を選んでいたが、普通、海外の人が調べて来ると、ここは選ばれない。そう

いう穴場をせっかく紹介しているのに、海外の人が見たときに、ここはどういうポジ

ショニングで、どういうところかという情報が欠けている。 

 道の駅のシーンでも、タコやみかんが出てくるが、これを海外の人が見たときにど

う見えるのだろうか。司会の２人が座っている背景やカーテンはこれでいいのだろう

か。日本の良さを環境、空間、インフラも含めてもう少しグレードを高く、プレゼン

テーションできるといいのではないかと思った。 

 

○  「Ｅｙｅ ｏｎ Ａｓｉａ」についてコメントしたい。最初にベトナムと中国の関係が出てき

たが、どちらかというと中国バッシングのようにも見えた。事実なのかもしれないが、

そういうメッセージが入っている。このエスケーピングのリアリティも、中国の政治

が悪いから若者がエスケープしようとしているという印象があり、全体の流れとして

中国人が見たら腹が立つような中身かもしれない。中国にもっとやさしい内容も入れ

たほうがバランスが取れたのではないかと感じた。 

 

○  「Ｅｙｅ ｏｎ Ａｓｉａ」だが、メインキャスターは、英語はうまいが、聞こえなかった単

語が３つ、４つあった。少し気を付けて、キーワードはゆっくり話したほうがいいと

思う。 

 「Ｄｉｒｅｃｔ Ｔａｌｋ」はなかなかおもしろいが、例えばマハティールは同じことを何度

も言っているので、もう少し省いて編集できると思う。逆にジェフリー・アーチャー

は２回分の価値はあると思った。 

 「Ａ Ｃｅｎｔｕｒｙ ｏｎ Ｆｉｌｍ」を放送することは非常によいことだと思う。大きなイン

パクトがある。ナレーターはプロで、抑揚の付け方は非常にうまいのだが、声の質の

せいなのか、音楽と少し合わない。これだけのものを世に問うて、まさにＮＨＫ国際

放送の看板番組にもなり得るものだから、男性の深い声のナレーターのほうがよかっ

たかもしれない。 
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○  「Ｅｙｅ ｏｎ Ａｓｉａ」については、ＮＨＫらしさ、これはＮＨＫの番組だということが

多少あってもいいのではないかとふと思った。例えばベトナムの新しい首相に選任さ

れたズン氏がその前後に日本に来たときに、日本の首相とどこかに行っているとか、

あるいはベトナムで日本の新しいプラントができて、その開所式をやっているとか、

そのときにズン首相が何をやっていたとかが１コマでもあると、ああ、日本の番組だ

な、ＮＨＫが作ったんだなという感じがする。 

 「Ｊ-Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」もおもしろかったが、道の駅は、誰もお客さんがいなくて、真っ暗

だった。もう少し時間を見て、本当に行きたくなるようにしておかないといけない。

いろいろな意味でのいいチャンスなのだから、もう少し取材するほうもされるほうも

考えてほしい。見ている人がアトラクティブに思わないと意味がない。 

 

○  「Ｄｉｒｅｃｔ Ｔａｌｋ」には非常に期待しているのだが、男性のエスタブリッシュされた

人に偏っている。ぜひ若い人、特に女性の中から今後、世界を変えるような人もどん

どん出ているので、そういう人選をされることを望んでいる。 

 

○  気になったのは「Ｊ-Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」と「Ａ Ｃｅｎｔｕｒｙ ｏｎ Ｆｉｌｍ」だ。「Ｊ-Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」は、

セットとして家のリビングの設定が必要だったのか。なぜか、予算が制限されたよう

な印象を持ってしまった。コンテンツ制作という意味ではもうひと頑張りし、完成度

が上がったらうれしいと思った。 

 一番気になったのは「Ａ Ｃｅｎｔｕｒｙ ｏｎ Ｆｉｌｍ」の冒頭。「１８＋」という表現で放送

の内容に関して触れていたと思うが、ここは今後、ＮＨＫワールドとしては日本にお

いて世界に放送するものに関する性描写、暴力描写、あるいは政治的な表現をどうい

うものにするか。世界における１８＋とかＲとか、飛行機の中では見たことがあるが、

映画以外で初めて見たので、どういう考えなのかはぜひ示してもらいたいと思った。 

 

○  「ＮＨＫ ＮＥＷＳＬＩＮＥ」について。女性キャスターは、名前を見ると日本人だが、

私たちが毎日見るＮＨＫのニュースに出てくる日本人キャスターと全く違う。このイ

ンパクトが大きかった。 

 「Ｄｉｒｅｃｔ Ｔａｌｋ」は、外国で活躍している方を外国に向かって発信するのも、もち

ろんいいが、日本にも活躍している人々はたくさんいるので、そこに重点を置いても

いいのではないかと感じた。 

 

○  「Ｄｉｒｅｃｔ Ｔａｌｋ」は、大変おもしろい番組だ。ただ、マハティールさんという人は、

平和を愛し人命を大事にするというだけのナイーブな人ではなく、大変タフな人だと

みんな知っているわけなので、「あれ？」という感じがした。 

 「Ｊ-Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」は率直に言ってがっかりした。ＮＨＫがこれだけの番組を作るのな

ら、もうちょっと工夫があってもいいのかなという感じがした。 

 

（ＮＨＫ側） まず「１８＋」についての質問だが、この番組には遺体の映像が相当出

てくる。そこで放送するにあたって、各国の放送局はどういう対応をして

いるかを調べた。津波などでも、「このあと津波の映像が流れます」とい
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うような事前告知をするわけだが、それと同様に、見たくない人には見な

い選択権を与える。各国の放送も調べて、事前にアラートしておくべきだ

と判断した。 

  それから「Ｊ-Ｔｒｉｐ Ｐｌａｎ」については新番組ということで見ていただい

たが、出来についてはおっしゃるとおりで、順次、改善を重ねていきたい。 

  「Ｄｉｒｅｃｔ Ｔａｌｋ」については、今後とも日本人、外国人を含め、大変自

信のある人選ができたと思っているので、続けてご覧いただければと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 「Ｅｙｅ ｏｎ Ａｓｉａ」について。中国政府のねらいをもう少し掘り下げると

よりおもしろいリポートになるのではないか、という指摘はそのとおりだ

と思う。ただ、ニュースのリポートでは時間的な制約もあるので、続編の

リポート、あるいは番組などでそうした点をより掘り下げて扱うといった

ことが考えられる。 

  「中国バッシングのように見えた」という指摘があったが、決してその

ようなことはなく、中国のよいニュースも、伝える価値があると思えば伝

えていくのでご理解いただきたい。 

  「ベトナムの新首相について日本との関わりを」という指摘について、

アジアのニュースをどこまで日本とからめるべきかというのは、われわれ

がいつも悩むところだ。 

  熊本地震のように国内で起きた災害の場合、日本語原稿を英語に訳す作

業が生じるため、どうしても遅れがちになる。一方で、先日のエクアドル

の地震で津波情報がアメリカ地質調査所（ＵＳＧＳ）から発されたが、情

報がじかに英語で入ってきたので、総合テレビよりも早く伝えた。そうい

う場合もあるということをご承知おきいただければと思う。 
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