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平成２８年３月国際放送番組審議会 

 

平成２８年３月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６２３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。ひき続き、視聴番組「Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ Ｐｌｕｓ」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） 

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 理事・事務局長） 

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 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 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫおよび国際放送の最近の動きについて＞ 

 

○  ５月の伊勢志摩サミットに先立ち、Ｇ７関係の外相会合と農相会合の取材をすると

いうことだが、教育相会合も倉敷で開かれる。ＮＨＫが主催する「日本賞」は世界的

に名を知られているので、そういう場で教育の重要性を訴えていくのも、ＮＨＫの役

割ではないかと思う。その辺も検討いただければありがたい。 

 

○  「新・映像の世紀」を国際放送向けにリメークするのは、すばらしいことだ。国内

向けに高いレベルの番組を作っているので、国際放送でも秀作を期待している。 

 

○  タイやミャンマーでのＰＲ活動はぜひ継続していただきたい。インドネシアなども

２億 5000万の人口があるので、日本に来てもらうという観点から非常にインパクトが

ある。ぜひほかの地域でもお願いしたい。 

 

○  「アジア巨大遺跡」も非常に普遍性がある番組だ。ＮＨＫの国際放送で見られるの

はとてもいいと思う。 

 今後ミャンマーは何かとキーになる国だ。まっさらな今が視聴者を獲得するにはい

い時期ではないかと思う。 
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○  これまで困難だったイランの取材ビザが取れた話は非常に興味深い。もともとイラ

ンはとても親日的だ。この機会に交流を深めていけたらいいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） いま、ご指摘いただいた点は大変な励ましになるので、前向きに取り組

んでいきたい。 

 

 

＜視聴番組「Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ Ｐｌｕｓ ：Ｔｉｄｙｉｎｇ Ｕｐ」 

 （ＮＨＫワールドＴＶ ２０１５年１２月１０日（木）１３:３０ほか）について＞ 

 

○  個人的には家が非常に散らかっているので、参考になったが、そうすることによっ

て、生活の上でどういう効果があるかというメッセージが、もう少しあればよかった。 

 これまでの放送リストを見ると、ごみやリサイクルという番組が別にあるが、リサ

イクルとか、いわゆる「モッタイナイ」精神のことも、うまくからませられるとよか

った。 

 

○  何年か前、アメリカで暮らしていたとき、知人の家に招待されて、しばらく話をす

ると「家の中のツアーに行こう」と言っていろんな部屋を見せてくれた。日本のお宅

にお邪魔しても、そういうことはなかなかない。しかしアメリカ人はベッドルームで

さえきれいにしていて見せてくれる。まさにカルチャーショックだった。 

 家の中をｔｉｄｙｉｎｇ ｕｐすることに関しては、日本独特の文化とは言い切れないという

のが本当のところだ。ただし、国際会議などで海外に行くと、日本はきれいだと言わ

れる。そこをもう少し強調できたら日本らしさが出るのではないかとも思った。 

 

○  この番組は、現代日本文化を取り上げたものだと思う。日本の和室には、何もなく

てきれいというのが伝統的にあるけれども、昨今の「断捨離」などのブームは、高度

成長期以来、増え過ぎてしまったものをどうしたらいいかという、そういう悩みの中

から出てきた話だ。無理に伝統と結び付けるのではなく、日本人の苦しみ、その中か

ら出てきた考え方なのだということが分かると、現代の日本を見るのにいいかなとい

う感じがした。 

 ちょっと前は、日本人と言えば「モッタイナイ」というのが決まり文句だった。今

の、不要のものは断固捨てちゃいましょうというのは、“モッタイナイ・フィロソフィ

ー”とは両立しにくい。もったいない、もったいないとばかり言っていたら、家の中

はいっぱいになってしまう。それはまさに現代日本社会の一断面だと思った。 

 

○  私は「ｃｏｏｌ ｊａｐａｎ」と「Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ Ｐｌｕｓ」との違いを考えた。「ｃｏｏｌ ｊａｐａｎ」は

日本のいいところを外国人の口から言わせるという、ややバラエティー的な番組。 

「Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ Ｐｌｕｓ」はキャスターと専門家の対話によってテーマを掘り下げていく。

ブロガーのコメントを見ると「Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ Ｐｌｕｓ」に対する評価が高い。日本の突飛

なトレンドを紹介するのではなくて、日本が古くから持っている文化、カルチャーを

深く解説するので、この番組を楽しみにしているブロガーが何人もいた。 
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 カルチャーｖｓトレンドという視点で番組を見ると、ｃｌｅａｎｉｎｇ ｕｐはカルチャーで、

ｔｉｄｙｉｎｇ ｕｐは日本に限らず都市化の進む世界共通のトレンドだと感じた。 

 そう思って自分の家を省みると、やはりｔｉｄｙｉｎｇ ｕｐが必要だ。ただしこれはカルチ

ャーではなくトレンドである。それに対し、学校や寺院や公共エリアをｃｌｅａｎｉｎｇ ｕｐ

するのがカルチャーである。番組の内容はこの２つを区別していなかった。 

 最近、表参道を歩いていると、非常にごみが増えている。こんなものが捨てられて

いるのかというぐらいごみの多い表参道は、外国人にとって日本の玄関である。そう

いうところの問題点も含めて伝えていくのが「Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ Ｐｌｕｓ」の役割ではないか

と感じた。 

 

○  皆さんおっしゃることに同感だ。カルチャーとトレンドという２つのエレメントが

欲張って一緒になってしまっている。一方ですばらしい映像がある。永平寺の掃除の

映像とか、学校の掃除もおもしろい。あれは本当に外へ発信してみんなが感動するよ

うな文化だと思う。それと片づけのノウハウがミックスされてしまっている。インタ

ビューも長すぎると思った。要するに言っていることは、自分が愛着を持っているも

の以外は全部捨てなさいと、これだけだ。そこのところはもっと省略できたと思う。

その代わり、“モッタイナイ文化”など、そういうものを少し掘り下げたら、さらにい

い番組になったと思う。 

 

○  私もとても楽しんで拝見した。イラクの学校の救援プロジェクトに先生と子どもた

ちに掃除をやってもらうことを入れたのだが、子どもに掃除をさせるなんて児童労働

じゃないか、もしくは働いている作業員たちの仕事を奪うのではないかというような

反応をされたことを思い出した。 

 いま、ネットで給食のビデオがはやっているのを皆さんもご存じかもしれないが、

いろいろなところに教育の意味があるのではないかと思っていて、イラクの学校の掃

除も、掃除ではあるものの教育の一環でもある。 

 そこから先は皆さんのおっしゃったことと同じで、文化とトレンドを分けて、文化

の部分をもっと精神のところから紹介すると、さらによかったのではないかと思った。 

 

○  外国に行くと家の中はすばらしくきれいになっているが、外に対しては、日本人の

ようにあれだけ道路をきれいにしたり、街路樹をきれいにしたりということは、ない。

日本人が内と外をあまり区別しないで、全部自分たちの生きている空間だという捉え

方をし、そこをいかにきれいにするかという思いは、おそらく非常に歴史的なものが

ある。そこの部分が強調されるとすばらしいのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 貴重なご意見、ありがとうございます。つい欲張って、片づけと掃除の

要素を１本の番組に入れてしまったことを反省している。ふだんは、次に

何のネタをやろうかといつも悩んでいるので、「モッタイナイ」であると

か、公共の場の掃除であるとか、もう少し文化、精神性というものをきち

んと反映して、番組を作っていきたいと思う。 
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（ＮＨＫ側） この番組はもともと 2003年に始まったものが少しずつ演出を変えながら

ここまで続いてきた。ごみやリサイクルを扱った回もあるし、「モッタイ

ナイ」という精神の話をした回もあるが、なかなかトータルで見ていける

ものではなかった。１回やったからよいということではなく、また新しい

視点でちゃんとまとめられるやり方もあるのだというのを理解したので、

これからそういう視点で企画を考えていきたい。 

 

○  毎月のモニター報告について意見があれば、この機会にどうぞ。 

 

（ＮＨＫ側） 毎月お渡ししているように、ＮＨＫワールドでは、海外のモニターの反

響をまとめている。いま、トータルで２５０人ほどにモニターをお願いし

ているが、われわれの放送はターゲットとして北米とアジアに重点を置い

ているので、モニターも北米とアジアの数を多くして、そこからの反応を

拾っている。 

  即物的な点数評価だけでなく、番組のどこがよかったのか、どこに感動

したのか、もっとこうすればいい、など、審議会で皆さまからいただくア

ドバイスと同じようなものを載せている。 

  視聴率が出ない世界なので、海外の人のコメントを番組の改善に役立て

ている。 

 

○  ここ半年とか１年くらいでモニターのメッセージが傾向として変わってきているの

か、それがポジティブなのか、ネガティブなのかは分からないが、ここ数年、皆さん

方がいろいろな改革をしてきたと思う。そういう意味で、モニターのフィードバック

が、１年くらいのスパンで見たときにどう変わってきているのか、気づいた点があれ

ば共有したいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 個人的な印象だが、モニター報告や寄せられたメールなどを毎月見てい

ると、まず全体に評価が底上げされた感じがある。昔は駄目だという意見

が多い番組もあったが、そういう意見はなくなり、平均点で言うと全体が

非常に上がったという印象だ。番組のねらい目をハッキリ出してみると、

そこがいい、悪いというハッキリした反応が返ってくる。こうした声を生

かす努力をした結果、私どもの出している番組のテーマがはっきりしてき

たという感じがする。「Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ Ｐｌｕｓ」もそうだが、国際放送の番組は

長い間手探りで作ってきた。しかし、この１、２年は、この番組はここに

ターゲットを絞ろうというふうにしており、徐々におほめの言葉が増えて

いるという感じがする。 

  旅と食については、駄目だという評価はあまり来なくなっている。ドキ

ュメンタリーは評価が高い。「Ａｓｉａ Ｉｎｓｉｇｈｔ」や「Ｉｎｓｉｄｅ Ｌｅｎｓ」というハ

ードなものを出すと、きちんとした反応が返ってくる。 

 

○  「Ｉｎｓｉｄｅ Ｌｅｎｓ」は、すぐれた番組だ。 
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（ＮＨＫ側） 非常に難しい作り方をしているが、編成のねらいと反応が、かみ合って

いると思っている。 

 

（ＮＨＫ側） われわれは四半期ごとに何ができて何が達成できなかったかという検証

もしているし、報告もしている。機会を見て審議会で皆さんにお示しした

いと思っている。 

  ４月の新番組については、どんな番組なのか見たいというご意見をいた

だいている。そういったことも新年度、この審議会の中で工夫して、ご披

露したいと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 去年４月に「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」という大型番組を立ち上げて、

最初は手探りの状況が続いていたが、モニターの評価を参考にして、演出

方法等を年度の途中からでも変えた。すると、直後から反応があり、分か

りやすくなったとか、見やすくなったとか、キャスターに対する評価も上

がって来た。そういう意味で言うと、手ごたえがあると感じている。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶは何か国で見られるのか。 

 

（ＮＨＫ側） １５０の国と地域と言っているが、２億 9200万世帯ぐらい、約３億世帯

だ。 

 

○  メジャーなところで放送できていない国はどこか。 

 

（ＮＨＫ側） 広域で見ると、だいたい世界で見られるようになっているが、国によっ

ては、人々がアクセスしやすいプラットフォームに入っているところと、

そうでないところがある。また、アメリカはハードルが非常に高い。国土

全体に一気に入り込むのが難しいので、大きな都市から戦略的に入って行

くというやり方を続けている。 

 

○  番組内容については、リクエストなどもあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 再放送希望やオンデマンドで出してほしいという希望は年々増えている。 

 

○  例えば日本のこういうことを知りたいと言った、リクエストはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） こういう人を取り上げてほしいということもあるし、「Ｊａｐａｎｏｌｏｇｙ Ｐｌｕｓ」

だと、こんなテーマを取り上げてほしいとか、ピンポイントで来る意見も

多い。 

 

○  なるべく２ｗａｙになるように考えていただきたい。人間は一生懸命やればやるほど

思い込みが激しくなるので、こういったフィードバックというのを大事にしていただ
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くのが、結果的には皆さん方の成功に結び付くのではないか。ぜひ、頑張っていただ

きたい。 
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平成２８年２月国際放送番組審議会 

 

平成２８年２月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６２２回）は１６日（火）ＮＨＫ放送

センターで１０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「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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

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 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱文化事業部 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 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 理事長） 

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） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  タイで実施したＮＨＫワールドのＰＲ活動で「どーもくん」が大人気だったという

ことだが、意外な感じがする。 

 

 

（ＮＨＫ側） 「どーもくん」は、タイに限らず東南アジアでは人気があり、行くと集

客力が抜群に上がる。集まった方々のご協力で得られるデータ等をその後

のＰＲ活動や番組の改善につなげるためにも「どーもくん」に積極的に関

わってもらっている。 
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＜視聴番組 ＮＨＫワールドＴＶ「Ｉｎｓｉｄｅ Ｌｅｎｓ」 

  Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｍａｙｏｒ（１月２３日（土）放送）、Ｄｙｉｎｇ ａｔ Ｈｏｍｅ（１月２７日（水） 

   放送）、Ｒｕｂｙ Ｌａｎｄ（１月２９日（金）放送）について＞ 

 

○  最初は、外国人がディレクターだったためか、われわれからすると何を言いたいの

かわからなかった。しかし何回か見直してみると、例えば最初の市長の話は、逆にい

ろいろな説明や背景がなかったためにシンプルで分かりやすく、市長の思いや中国が

置かれている現状、人間の本性そのものが出てきたりして、よかったと思う。 

 

○  どれもおもしろかった。３本とも、カメラと編集が日本人ではないのだが、特に編

集がうまいと思った。日本のテレビ番組には何となく間延びするところがあるが、今

回の３本は、いずれもスピード感があり、カメラワークも見事だった。 

 

○  ＮＨＫの国際放送ではナレーターやコメンテーターの英語のクオリティーが重視さ

れているが、アジアの英語も評価する余地があるのではないか。例えばフィリピンな

どでは帰国子女がテレビに出ていて、かなりきれいな英語を話し、ネイティブイング

リッシュにすごい速度で近づいている。ＮＨＫもそういう特徴のある英語を放送で出

すべきではないか。 

 

○  中国の市長の「Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｍａｙｏｒ」は、本当に“モーレツ”だった。いろんな

人と闘ってできた溝はどうやって埋めていくのだろうか、番組で追いかけた人はこの

先大丈夫だろうかという、悲観的な見方をしてしまった。 

 「Ｄｙｉｎｇ ａｔ Ｈｏｍｅ」はテーマとしてはすごく重要だと思うが、亡くなる場面など、

見てはいけないところまで見てしまったような気持ちになった。 

 「Ｒｕｂｙ Ｌａｎｄ」は、そういう場所があることを知らなかったのでとても勉強になっ

たし、これからも、町の人たちが協力し合って資源を残していこうという姿勢がとて

もよかったと思う。 

 

○  非常に見応えがあって、考えさせられた。最初の「Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｍａｙｏｒ」は内容

が充実していて、編集のリズム等も含めて引き込まれて見た。 

 それぞれどれくらいの制作期間だったのか、スタッフの人選はどのようにしている

のかなど、制作体制が気になった。 

 

○  日本の取材者とは違った独自の視点でとらえ直すのが「Ｉｎｓｉｄｅ Ｌｅｎｓ」のねらいと

のことだが、なぜ日本の取材者とは違う視点でとらえ直さなければいけないのかとず

っと考えながら見た。 

 結論としては、やはりクオリティーの高い人が作れば、いい作品ができるというこ

とだ。確かに中国の問題はクオリティーの高い中国人が撮れば、非常に深掘りされる。

その意味では、撮る人の資質がいかに大事かを実感した。 

 今後、どのようなテーマを取り上げるかについては、市民レベルで起きている、変

化している現実の中に入って、人々の生活、考え方を通して、質の高いドキュメンタ
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リーを作っていただきたいと思った。 

 

○  「Ｄｙｉｎｇ ａｔ Ｈｏｍｅ」、自宅で死を迎えるというこの番組は、猪苗代、裏磐梯だった

かと思うが、風景がとても美しく、感動した。そして、在宅医療のすばらしさ、大変

さ、その貴重さというものが、描かれていたことにも感動した。 

 私の両親も家でそういう場面を迎えたいと言うのではないかと思うが、自分の場合

はどうかと考えると、私はたぶん、病院のほうを選ぶだろうと思った。そういうこと

を考えながら、では、この番組のメッセージは何かということを考えてみると、在宅

死を選ぶ人たちが増えているというのがこの番組の１つのメッセージだと思うが、本

当に日本でそういう人たちが増えているのかという疑問を持ったのも事実だ。 

 

○  「Ｒｕｂｙ Ｌａｎｄ」は、ドキュメンタリーという観点からいうと、社会問題についての

踏み込みが甘いのではないかという気がした。見ているうちに宝石がたくさん出てき

て、現地の様子が分かって見ていて楽しい面はあったが、これがドキュメンタリーだ

と言われると、いったい、これを見て何が心に残ったのか浮かんでこない。 

 番組の最後に担当ディレクターが、自分は今のミャンマーをありのままに伝えたい

とか、こういう問題意識があって取り組んだということを言っていたが、それが必ず

しも見ている側に伝わらなかった。そのディレクターの思いがもっと伝わりやすいよ

うに、ドキュメンタリーとしての深みを与えるための手立てが何かなかったのかと思

った。 

 ただ、今までは現地のディレクターによるドキュメンタリー自体があまりなかった

であろうミャンマーで、そういう人たちを活用して機会を与え、ＮＨＫ側もそういう

ところにネットワークを新たに築くことによるメリットはたくさんあるはずで、現地

の人材発掘や人材育成の取り組みは、ぜひ続けていただきたいと思った。 

 

○  「Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｍａｙｏｒ」には、よくここまで撮れたものだと驚いた。車の中での

市長の独白のときの顔、市議会で多くの人を前に怒鳴りつけているときの顔、それか

ら住民が来て「家をどうしてくれるんだ」と詰め寄られたときの彼の表情が、それぞ

れ全部違っていて、芝居でも何でもなく現実としてとらえられているので、この番組

の作り手は相当深く入り込んでいるんだろうと感じた。 

 こういう番組がＮＨＫの国際放送で出るところがすごくうれしかった。ある意味で

はＮＨＫとか日本という色がほとんど出てこない。中国の中、“レンズ”の中にしっか

り入っていたことで、まわりの人々も心配するほど、内部のことを遠慮会釈なく画像

に表している。どこまでが作られて、どこまでが本音かというのは、正直言って分か

らないが、情報としては非常に納得感もある。見ごたえがあって、大したものだなと

素直に感激した。 

 

○  少し前にアメリカに行ったときに、向こうの公共放送のＰＢＳのチャンネルを見た

ら、日本の前衛芸術家の篠原有司男さん夫妻のアメリカでの活躍にフォーカスを当て

た番組をやっていた。おもしろいのでずっと見て、ＰＢＳはやっぱりこういういい番

組を作るんだなと思ったら、最後になって、これはドキュメンタリー映画で、誰かが
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作ったものをＰＢＳが放送していると分かった。そのときに、ああ、こういう番組も

ありなんだと思った。そういう意味では今回、ＮＨＫの国際放送で似たような試みが

なされたことは非常にうれしかった。ただ、その事情は最後になるまで分からなかっ

たので、最初に何かひと言、もう少し明示的に事情を伝えてもいいのではないかと思

った。 

 「Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｍａｙｏｒ」はどこかの映画祭に出品されたということで、実は私の

周囲の若い人も何かで見たらしい。いまの中国の中でこういう人気があって人望もあ

る市長がいて、古いシステムに大なたを振るおうとしているというドキュメントがあ

り話題になっている、と話していた。そのときに聞かれた意見は、「彼は改革者などで

はない、彼はいくら負債を残したか。巨額の負債を残しているではないか。それで次

の町へ行く。そこで、また空港を造ったりする。ああいうのは、まさに中国の典型的

な役人の出世のしかたで、後の世代のことは顧みず、どんどんお金を費やして自分の

業績になるように、実績づくりのためにどんどん派手なことをやる。それを功績とし

て次のステップに上がって、出世していく」。そういう話を聞くと、少しこの市長を美

化しすぎているのではないかという視点も、持つことができた。しかし、そういうの

は、たぶんこの映像を見ただけでは一般の視聴者には分からない。 

 難しいのは、この映像に対してはこんな反論もあったとか、補足説明をするのがい

いのか。あるいは、興味のある人は各自でいろいろ調べてくださいという程度の扱い

でいいのか。これは私にはちょっと分からない点だ。 

 いずれにしても、こういったドキュメンタリーのコンクールなどで入賞した、ある

いは話題になったような作品を、ＮＨＫワールドで紹介していくのは意味があると思

ったし、試み自体はすばらしいと思った。 

 

○  私は３本とも大変に楽しく、あるいは感銘をもって見たがその理由の１つは、要す

るにあまり得意ではない英語で一生懸命しゃべらせず、音声はそのままの言葉を流し、

英語の字幕を出していたことだ。みんなが自分の言葉でやっている。だから、自然に

話が流れていた。ＮＨＫが英語にこだわり、自局のアナウンサーの英語の教育に力を

入れているのは、大変立派なことだと思うが、ああいう番組を作るときは無理に英語

をしゃべる人を探して出さなくても、その人の専門知識、その人の人間性がそのまま

その人の言葉で出るような、そういうものを作ったらどうかと思った。 

 

○  今回のように、この番組が中国の番組なのか、ミャンマーの番組なのか、どこの番

組か分からないというのがＮＨＫの一番の強みだ。では、全く自己主張しなくてもい

いのか。それではいけない。たぶん同時にやらなければいけないことだと思う。 

 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫの番組のほとんどは日本人のディレクター、プロデューサーが制

作している。局の人間だったり、プロダクションだったり、混成チームだ

ったりするわけだが、今回われわれとしては海外のディレクターの発想、

あるいは映像のテンポ、カメラワーク等も含めた、そういうグローバルス

タンダードをＮＨＫワールドの番組に反映させたいという思いもあり、海
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外のディレクターたちと一緒に作ることにした。 

  ただ、一緒に作ると言ってもさまざまなケースがあり、「Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ 

Ｍａｙｏｒ」は数年前、世界市場に既に発表された作品をＮＨＫワールドバー

ジョンとして今回、再編集した。一方、「Ｄｙｉｎｇ ａｔ Ｈｏｍｅ」については、

日本に住んでいる、日本のことをある程度知っているアメリカ人に彼の発

想で取材してもらって、編集を一緒にやったというパターン。「Ｒｕｂｙ  

 Ｌａｎｄ」については、初めて長編を作ったミャンマー人のディレクターとプ

ロデューサー。そのチームが、外国人が入れない場所に入って彼らの目線

で切り取って来たものを東京で一緒に編集した。 

  関わりの程度はさまざまあるが、いずれにせよ、日本人だけで完結して

作るのではない、新しい発想や新しいテーマ設定のようなものを、幅を広

げるための手段とした。 

 

（ＮＨＫ側） 「Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｍａｙｏｒ」のプロデューサーは、中国で初めての政治ド

キュメンタリーだと言っているが、そもそも中国の市長がこういう取材を

許可すること自体、ほとんどない。その意味で今回の取材は稀有（けう）

な例だ。 

  「Ｒｕｂｙ Ｌａｎｄ」については、実は編集を全くしていない状態の素材を日

本に持って来て、日本人のベテランディレクターが付いて、編集は英語と

日本語と中国語ができる中国人の編集マンを付けて進めた。取材や、スト

ーリーの立て方はかなり向こう風にやったのだが、仕上げはちょっと日本

的な感じだった。その辺が、ほかの２本とは少し毛色が違うという気はす

る。 

  ただ「Ｒｕｂｙ Ｌａｎｄ」についてはこれでおしまいではなく、彼女たちは次

は長編バージョンを作ろうと思って動いていて、今回やったことが非常に

いい経験になったと言っていた。結果的にわれわれの仕事が彼女たちの支

援になっているのではないかと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 今回の在宅死のディレクターはアメリカ人で、１０年以上日本に住んで

おり、日本語も流ちょうだ。この人が今回の今田医師と出会ったのは２０

１１年、震災の取材を通してだった。以来４年間、人間関係を築いて、患

者さんや家族との信頼関係も育みながら、取材を続けてきた。 

  実はこのディレクターはアメリカで牧師の家庭に育ち、自分自身、牧師

の息子として、小さい頃からお父さんと一緒に亡くなる直前の方と話をし

たり、という活動をずっとしていたこともあり、死というテーマは身近だ

った。しかし、日本人の死生観、畳の上で死にたいということとか、ある

いは亡くなった後に化粧をするというような、ある種日本的な死への向き

合い方をちゃんと伝えたいという思いがあって、その辺は時間をかけて議

論した。 

  ご意見にもあったように、亡くなった方の映像をどこまで出すかという

のは、いちばん大事なところだった。われわれが尊重しなければいけない
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のは死の尊厳、そして家族やご本人の意思だ。何度も議論した結果、家族

の方は亡くなる場面も見てほしいと要望されていた。ご本人も同様だった。

この一体感は、ディレクターと家族と医師、そしてご本人との深い信頼関

係を通して育まれたものなのではないかと思っている。 
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平成２８年１月国際放送番組審議会 

 

平成２８年１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６２１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「ＦＬＯＯＤ ～メガシティを襲う高

潮の脅威～ Ｐａｒｔ１」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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

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 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 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 理事長） 

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 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 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） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  １２月に、総合テレビで「新・映像の世紀～時代は独裁者を求めた～」という番組

があったが、感動的だった。ちょうどそのときにアメリカから学者たちが来ていたの

で、「ＮＨＫはこんな番組を作るんだぞ」と言ったら、絶賛だった。彼らは戦後史の専

門家だが、こんな映像は見たことがないと言っていた。 

 あの番組を海外向けに放送できたらいいと思っていたら、「国際放送番組時刻表」に

入っていたのでうれしくなった。ただ１時間番組という分量で迫力があったのに、ワ

ールドＴＶでは３０分になってしまう。そのまま見せることはできないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 「新・映像の世紀」は企画当初から国内放送と並行して、国際放送でも

一部の素材を共有した別バージョンを作る方向で検討してきた。その結果

「新・映像の世紀」だけではなく、過去に放送した「映像の世紀」の素材

も入れて、２８回シリーズの「Ａ Ｃｅｎｔｕｒｙ ｏｎ Ｆｉｌｍ」に組み立て直そう

というプランになった。 
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○  「平成２８年度国際放送番組編成計画」の８ページ、ＮＨＫワールドＴＶの「英語・

外国人向け放送」は娯楽の比率が「０」となっているが、実際の２月の番組表を見る

と非常に柔らかいものも入っている。ワールドＴＶの中では、歌番組あるいは映画と

いった娯楽をどう扱っているのか。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶについては報道とインフォメーションを中心とした

チャンネルになっているが、実際は「Ｊ-ＭＥＬＯ」のようなＪポップを紹介

する番組や、アジアでも人気のある映画を紹介する「Ｊ-ＦＬＩＣＫＳ」という

番組があり、娯楽性の高い情報が含まれている。ＮＨＫワールド・プレミ

アムと同じ分類方法ではないがご理解いただきたい。 

 

○  番組編成計画の中で新設番組の概要説明があったが、もし可能であれば、例えば２

～３分ずつ番組のさわりを見せてもらえると、こういう番組なのか、じゃあ、これを

今度見てみようということになると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 新番組はまだ制作が始まっていないものもあるので、４月以降、ぜひ番

組を紹介する機会を設けたいと思う。 

 

○  番組編成計画の中のビデオ・オン・デマンドサービスだが、どうやってＮＨＫ国際

放送に視聴者を呼び込むかというところで、かなり戦略的な面もあると思うが、視聴

者がオンデマンドで見たいものに対して応えるようなシステムを作れれば、さらに活

用が増えるのではないか。 

 正直言うと、見たい番組がオンデマンドにないという印象がある。視聴者からのデ

マンドに対して、まさにオンデマンドになるようなシステムを考えたらいかがかなと

感じた。 

 

（ＮＨＫ側） われわれのオンデマンドは英語番組を無料で国内外の方に見ていただい

ているが、国内で有料で行っているＮＨＫオンデマンドとの関係も考慮し

ないといけない。どういう風に視聴者のデマンドに応えていくのか、今後

も検討していきたい。 

 

 

＜視聴番組「ＦＬＯＯＤ ～メガシティを襲う高潮の脅威～ Ｐａｒｔ１」 

 （ＮＨＫワールドＴＶ ２０１５年１１月２９日（日）８:１０ほか）について＞ 

 

○  ＣＯＰ２１（気候変動枠組み条約第２１回締約国会議）の直前という非常にいいタ

イミングだった。内容も「えっ？」と思うようなことも含めて非常に簡潔に、しかも

結構深掘りされていた感じがする。ただその中で感じたのが、例えばタイのケースで

こういう洪水があって、バリューチェーンなどは大変だったという表現があったが、

具体的にどんなことがあったのか、チャートで示すとよかったのではないか。また、

個別の対応策が出ていたが、グローバルにはどんなことをやっているのかという情報
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があるとよかった。 

 

○  「ＦＬＯＯＤ」というタイトルは、初めのうちは映像もたくさんあって、問題意識も

あり、フィット感があった。しかし、途中から、地下水のくみ上げ、地盤沈下、ディ

ズニーランドの辺りでも起こった液状化現象と流れていって、このタイトルがよいの

かどうか疑問を感じ始めた。 

 

○  見応えのある番組で大いに楽しんだ。いろいろなファクトを盛り込んだ番組だと思

うが、ドラマチックなハリウッド的な音楽の使い方と、完成度の高いＣＧ等との編集

のリズムが非常に合ったので、逆にフィクショナルな感覚で受け止めてしまった。ま

た、全体の中で東京の部分が失速した感じがした。全体のトーン、リズム、編集の全

体像の中で、出演している方の言語のリズムのこともあるかもしれない。 

 

○  Ｐａｒｔ２の対策というのはどういうことが取り上げられているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 日本の場合は実際に東京湾の高潮対策の現状や、巨大な地下神殿的な貯

水池、洪水時に水を貯める施設とか、どのようにテクノロジーが使われて

いるかということを取り上げている。ニューヨークでは、ハリケーン・サ

ンディからの復興計画、リビルド・バイ・デザイン計画というものに焦点

を当てて伝えたり、あるいはオランダのような過去の水害大国がどのよう

なことをしているか。ハーフェンシティという水との共存という新たな考

え方でやろうとしている地域などをＰａｒｔ２として紹介している。 

 

○  ディスカバリーチャンネルが作ったのか、ＮＨＫが作ったのか、特徴が全然ない。

特に東京の部分は失速という話があったが、私も、ラフな作りだなという気がした。

地下水のくみ上げでバンコクが２メートル、上海が３メートル、東京では４メートル

沈下しているとされたが、東京が全体として４メートル沈下しているという印象を与

えるのはどうかなと思った。 

 また、あたかも「ＦＬＯＯＤ」というのは高潮とハリケーン、台風によるものである

というようなことになっている。違和感を持った。 

 

○  最初に見たときは、これはディスカバリーなどで流れていてもおかしくないと思っ

て、逆にポジティブに捉えた。 

 日本の中で行われている最先端の取り組みがどの程度反映されているのか気になっ

た。日本で行われている対策が必ずしも世界基準で最先端ではないのかもしれないが、

もし最先端だとしたら、それを紹介することで、共同制作のよさを生かして日本の本

当にいいところを取り上げるという、いい切り口になったのかなと思った。 

 洪水という、世界の多くの都市に共通するテーマで共同制作をすることについて、

２～３年前に日本の津波の番組を扱ったときのこの審議会で私は、日本の切り口で番

組を作るのはもちろんいいが、世界のより多くの人に見てもらうためには、それを例

えばアメリカのハリケーンといった災害と客観的につなげ、被災者の感想としてもつ
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なげるという、そういう世界基準の課題という切り口で扱われるドキュメンタリーの

制作を見てみたいと発言した。今回見たものはまさにそれを体現している番組だと感

じた。そういう意味で、個人的にとてもうれしく感じた。 

 

○  基本的におもしろい番組だと思った。良い点は、ナレーションをネイティブの人が

やったということだ。国際的に通用するためにはここで日本人が無理にやらないのが

大事だと、強く思った。 

 もう１つは、全体の姿を早い機会に示したほうがよかった。最近悪化しているのは

２つの理由があり、１つは温暖化からの海面上昇、もう１つは地下水の利用と高層ビ

ルの重みから来る地盤沈下だ。この全体像を見てみようと。そして液状化は直接関係

ないのだが、触れるのだったら、液状化の問題も別途あるという形でやらないとわか

らない。突然、最後のほうで地盤沈下のほうが温暖化より１０倍も問題だと言われて

も、遅すぎる。 

 今回出演しているアメリカ、上海、バンコク、日本の学者がどの程度代表的な方々

なのかが分からないが、行政にもう少し話させたほうがよかった。タイでは二人の行

政関係者が出てきたが、日本では全く出てこないし、上海でも出てなかったと思う。

おそらく後半では出てくるのかもしれないが、１つの番組として作るのであれば、前

半と後半で両方に出てくる形のほうが分かりやすいのではないだろうか。 

 

○  「ＮＨＫワールドＴＶが世界共通の課題に対して、どのような番組を発信すればい

いか」という課題にコメントしたい。 

 世界共通の課題は、実は政府だけの課題ではないということをもっと直視すべきで

はないか。ＮＨＫワールドＴＶとして情報を発信するのは、政府が持っている知識を

信用したがために亡くなった人もいっぱいいて、例えば東日本大震災では、子どもた

ちが自分たちで自主的に避難したところは助かって、行政が作ったプロセスに従った

子どもたちの中には亡くなってしまった子どももいたということではないか。 

 メディアの責任として、政府の対策ばかりではなく草の根レベルでのアクティビテ

ィもいかに大事かと強調していただければありがたいと思った。 

 

○  こういったグローバルレベルで国際共同制作というのは非常におもしろいし、ぜひ

どんどん進めていただきたいと思った。 

 ただ、ずっと見ていると、いろいろなものが出てきて、頭の中が混乱してしまう。 

 解決策はＰａｒｔ２というのは分かるのだが、全体像を言っている中でもう少し解決な

り、提案なり、何かあってもいいのではないか。そしてＰａｒｔ２はＰａｒｔ２でまた別の切

り口にしたほうがいいのではないか。 

 すごく長い番組だと思った。ただ、こういう試みは今回のことをベースにして回数

を重ねていかないと、共同制作の力の入れ方とか、リーダーシップの取り方とか、い

ろいろあると思うので、ぜひいろいろな観点で広げていただきたいと思った。 

 

○  最初は現状リポートみたいなものが入っていて、それは仕方ない、イントロなのだ

ろうと思っていたが、これがいつまでも続いている感じで、私もやはり長いと思った。 



 

 5 

 冒頭のところで、この番組はＰａｒｔ１、Ｐａｒｔ２があって、Ｐａｒｔ１では世界の現状を把

握してもらい、後半で放送されるＰａｒｔ２では対策を扱うというようなことで、少しメ

リハリを付けたほうが、今は現状を理解すればいいのだということで、内容にフォー

カスできたのではないかと思う。 

 アメリカが、ＮＨＫ国際放送の１つのターゲットになっているということは知って

いるが、アメリカ国民の４割が共和党支持者で、そのうち６割が地球温暖化をフィク

ションだと言っている。そういう人たちがこの番組を見た場合、どう思うのか。ある

いはそういう人たちの見解というのは明らかに間違っているので、無視していいのか。

こういう場合はどのようにポジションを取ればいいのだろうかと、ちょっと考えさせ

られた。 

 

○  質問だが、共同制作のときは、ＣＧはこの国の局がやり、カメラはここがやるとい

うふうに水平的に分業しているのか。それともバンコクはどこの国のチームがやり、

東京はＮＨＫがやるというふうに分かれているのか。 

  

（ＮＨＫ側） 今回はＣＯＰ２１の開催国であるフランスのカメラマンとディレクター

が、バンコク、ニューヨーク、東京をまず撮影するという形で統一感を出

すコンセプトになっていた。そのうち、特に東京のパートについては、最

新情報をＮＨＫの取材力を使ってきちんと提供した上で一緒に撮影をす

るというスタイルを取った。 

  残りのパートについては、どういうところを取材しているのか、逐次や

り取りをしながら進めていった。編集についても、途中段階で私がパリに

行って方針を決めた上で、最後の仕上げのところはデータをやり取りして

進めた。 

 

○  専門家、学者が何人か出ていたが、どのようにその方たちは選ばれたのか、その基

準を教えていただきたい。 

  

（ＮＨＫ側） １人目はフランスサイドからの候補と、ＮＨＫサイドの候補が合致した。

高潮、湾岸防災の専門家として高潮の現場を調査しているし、地区の防災

計画にも携わっていて、その立場からいろいろなことを言える人だった。  

  もう１人は、今回は東京の地盤沈下という問題もあり、地盤工学の専門

家にお願いした。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫが国際共同制作に取り組む意義の１つには、ＮＨＫのスタイルら

しくないものをＮＨＫの中で制作することがある。 

  しかし、若干の問題点を言うと、ＮＨＫの番組は情報が非常に整理され

ていて、おっしゃったようにちゃんとイントロもあり、節目節目でまとめ

があるという非常に分かりやすい番組作りを心がけているのだが、共同制

作の相手方の作りはどちらかというと、素材を投げ出して視聴者に考えさ

せるという作り方で、そういう意味では単調になるきらいが若干ある。 
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○  私たちの現場でもよくあるのだが、海外の提携団体と連携するときなど、どちらの

意見が上に来るのかで、場合によっては丸投げしたほうが早く、かつうまくいく場合

もあれば、結局、うまくいかない場合もある。今後、ＮＨＫとして関わる方たちが増

えてくれば、そういう知見や経験が蓄積されるのだろうが、向こうのほうが技術的に

経験がある場合にどうやって独自性を追求していくのか、ちょっと気になった。 

  

（ＮＨＫ側） 私たちは、英語版として英語をネイティブとする文化圏の方に伝えるた

めに、日本人向けだったらもっとテロップを多く入れて、分かりやすく図

表も入れて、説明をきちんとやって出したいと思うところを、相当少ない

テロップでやった 

  今回の国際共同制作は私も非常に勉強になったが、それぞれの国の文化

をどう生かしながら、世界的な共通の課題にどう向き合うかということで、

苦労のしがいがあったし、非常にいいタイミングで放送ができたので、よ

かったと思う。 
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平成２７年１２月国際放送番組審議会 

 

平成２７年１２月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６２０回）は１５日（火）ＮＨＫ放

送センターで１０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２８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「Ａｓｉａ Ｉｎｓｉｇｈｔ ～Ｈｏｍｅ Ａｌｏｎｅ ｉｎ Ｃｈｉｎａ～」

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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

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 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 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 理事長） 

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 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 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） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  ウルドゥー語放送の再開６０年はすごいことだと思った。ほかの言語でも似たケー

スはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） １０月１日が、ウルドゥー語とヒンディー語の再開６０年だった。来年

は、ベンガル語、ベトナム語が再開５５年で、ペルシャ語が２５年を迎え

る。またロシア語は再開から６０年となる。これまで各言語班とも記念の

年に、さまざまな企画を行っている。 

 

○  どこの国に向けてどの言語で放送するかはどうやって決めるのか。定期的に見直す

ことになっているのか。 
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（ＮＨＫ側） 毎年の番組改定期には検討対象になるが、最近は１７言語で安定してい

る。最盛期は２４言語の放送があった。 

 

○  大変立派なことなので、多くの言語でできるだけ長く続けていただきたい。 

 

○  特集の「Ｉｎｓｉｄｅ Ｌｅｎｓ」で、１本目が中国・陜西省の、２本目は台湾の、３本目は

河北省のディレクターが密着取材ということだが、どういう制作体制になるのか。現

地にお任せなのか。あるいは事前にミーティングを行った上で作られる作品なのか。 

 

（ＮＨＫ側）  企画を採択する過程で、番組の方向性を精査し、編集の過程でも、当然、

編集権はＮＨＫにあるので、どう編集するかは、現地と綿密に打ち合わせ

ながら進めている。 

  編集過程では日本のスタッフが立ち会っている。 

 

（ＮＨＫ側） 素材編集では、日本人プロデューサーと現地のディレクターが意見交換

をしながら、彼らの視点や、彼らだからこそアクセスできるような情報を

大事にしている。 

 

 

＜「平成２８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２８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、番組審議会で

「平成２８年度 国際放送番組編成計画」として改めて説明する。 

 

 

＜視聴番組「Ａｓｉａ Ｉｎｓｉｇｈｔ ～Ｈｏｍｅ Ａｌｏｎｅ ｉｎ Ｃｈｉｎａ～」 

   （ＮＨＫワールドＴＶ ２０１５年１０月３０日（火）１０：３０ほか）について＞ 

 

○  夏ごろから中国が取材に対して比較的オープンになってきたと聞くが、それは日中

関係の改善を反映したものなのか、あるいは他国のメディアに対してもそういう姿勢

に変わっているということなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 中国で取材・撮影を行うときは、ラジオ・テレビ総局という役所に申請

を出して許可を得ないとスタートできないが、２年ほど、許可が出にくい
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時期が続いていた。今年の前半ぐらいから、以前のように許可が出るよう

になった。ただ、それについて理由が示されたわけではない。しかし、わ

れわれとしては取材がまた実施できるようになった、というのが事実だ。 

 

○  子どもを置いて都会に出稼ぎに行く、一見無慈悲に見える親自身はどう思っている

のか、こういう状況を関係当局がどう見ているのか、どう是正しようとしているのか。

われわれ日本人はどういうサジェスチョンができるのかという肉づけがあったほうが

よかった。 

 

○  どういう視聴者に何を伝えたいのか意識しておかないと、親だけが悪者になってし

まう。親の環境だとか、どういう社会情勢でこういう状況になっているかという踏み

込みがあったほうがいい。 

 

○  私は感動した。これにもう少し肉づけすれば第一級の番組になると思う。都会に出

て働いている親たちにインタビューをし、壊れかけたバスのようなところに住んでい

たりする悲惨な状況を対置して報道すれば、中国社会全体が持っている矛盾、つまり

農民戸籍を持つ親から生まれてくるか、都市戸籍を持つ親から生まれてくるかで、大

きな格差があることが浮き彫りになり、その中で必死に生きていかなければいけない、

中国人民の圧倒的多数を占める農民戸籍を持った人たちの状況が描けると思う。 

 もう少し尺を取って、そういった背景的なところまで伝えられるようにできないの

か。どのくらいの人たちが、どの地方からどうやって行って、それがいま減っている

のか、増えているのか。そういったことを全体的に伝えられれば、世界に通用する、

非常にいい番組になると思う。 

 

○  今後 2030年から 2050年にかけて、人口の上では世界が「アジアの世界」になるこ

とは間違いない。それをぜひ、これからも追っていただきたい。 

 しかし、その中のギャップも広がる。アジアが世界の中心になるけれども、その中

で日の当たらない人たちにも、ぜひ焦点を当てていただきたい。 

 子どもたちのインタビューはわれわれもよくやるのだが、非常に難しい。誰が聞く

か。専門のインタビュアーよりは、例えば徐先生のようにふだんから子どもたちの気

持ちの分かった人がインタビューをして、その後のフォローアップも先生ができると

いうのであれば、子どもたちによっては、よりやさしい番組になると感じた。 

 

○  中国社会のひずみについて、よく中国がここまで撮らせてくれているなという部分

もあるので、全体のマクロ的な観点については、あまり押し込むと難しい部分もある

のかもしれない。ゆえに、こういう間接的なメッセージの伝え方もありではないかと

思った。 

 全体像にこだわらず、こういう一面、一面を切るような形でもいいのかなという感

じは個人的には持った。 

 

○  非常に見ごたえのある番組だったので、もう少し長い番組、あるいは３つか４つに
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分けて、視点を明確にした番組になったら魅力的だった。 

 というのは、番組が留守児童の世話に取り組む人に視点を合わせているのか、何と

なく情緒的に子どもを追いかけているのか、あるいは農村と都市との格差という社会

問題により深く切り込みたいのか。見る人によって違うが、どうしてもテーマの広が

りを見たくなると思う。 

 

○  親が登場できるものであるならば、その人たちの意見も聞いてみたいと個人的には

思った。特に女の子の場合は、お母さんの名前も知らないということで、ただ単に留

守児童というだけではない、もう少し深い問題が根底にあるのではないかとも感じた。 

 もう１つは、老先生の話は中国語音声で、画面は英語の字幕だった。私は文字を追

うのに一生懸命で、なかなか映像が見られなかったが、逆に中国語を英語で吹き替え

るという方法はあるのか。ケース・バイ・ケースだが、今回はそれもありかなと感じ

た。 

 

○  ドキュメンタリーにもいろいろな種類があると思うが、社会の仕組みにフォーカス

するのか。それとも人にフォーカスをして、そこから問題を浮かび上がらせるのか、

もしくはその両方をやるのか、何らかの基準は必要になってくると思った。 

 いままでの審議番組と比べて、かなりレベルが高いと感じたが、どういうふうに撮

影しているか、この先生は誰がどういう経緯で見つけて取材対象になったのか知りた

かった。撮影段階でチェックはどうだったのか、そういう懸念を持たれたら残念だと

思うくらい引き込まれ、番組を見ながら泣いてしまい、大変だった。 

 

○  社会的な背景や親の思いなどに疑問が出てくる、それがねらいなのかと感じた。短

い時間の中にその現象だけをポンと放り出して、私たちに問いかけてくる。私自身は

大変おもしろかった。 

 中国という非常に難しい国であるだけに、ある局面だけを切り出してポンと提供す

ることも、「Ｉｎｓｉｇhｔ」という言葉に非常に近いのではないかと思う。 

 

○  ３年半ぐらい委員をしているが、ベストの番組ではないかと思った。 

 新聞のちょっとした記事にある、中国の格差はこれだけ進んでいるというような表

現だけでは描き切れない、中国の多面的な姿が感じ取れる。中国のことをある意味で

は批判的に描いてはいるが、それでいて決して反中的になっていない。そのことが、

ＮＨＫの編集の道義的な質の高さを示しているのではないかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） さまざまなご感想や建設的なご意見を頂いた。 

  共通したご指摘の部分からお答えすると、まず親が登場しない部分。時

間も予算も限られている中でベストを尽くすという態勢で、今回は四川省

の村にこだわってみようという判断をした。本当は一番撮りたかったのは

親だったが、出稼ぎ先の北京などには足を伸ばせなかった。  

  その一方で、番組のスタイルとして、あまり分析的な番組にしたくはな

かった。 
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  中国の客観的な情報をＮＨＫが取材し、それを偏見なく世界に示してい

く。ＮＨＫの強みはそこにあるのではないかと考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 子どものインタビューの件は、私も最初に見たときに、男の子のお母さ

んが帰って来ている家に行くように仕向けたのではないかと制作したス

タッフに聞いた。そんなことは決してない、意図したらああいうものは撮

れないと言っていた。やはり現地の中国人の映像作家が撮ったということ

で、解放村というところに入り込むこともできたし、また子どもたちのケ

アをしていた徐さんという退職した先生が、留守児童の家を主宰されてい

る方でもあったので、子どもたちの事情などもロケに行く前から分かって

いた。 

  ただ、先ほどご指摘のあったインタビューのことだが、子どもに後々の

トラウマにならないようにということは、今後の課題として持っていない

といけないと思った。 

 

○  もう１つ、あの場面の中であの女の子のおばあさんが豪邸を手に入れた。ただ、息

子たちはこの家を手に入れた後も、まだ自動車や電化製品などいろいろなものを買う

必要がありますからと言った。それをきちんとこの番組の中に組みこんでいて、あれ

で相当な問題の根深さをわれわれも知ることができた。そういう意味では優れたプロ

デューサーやリサーチャーを現地で使うことの重要性を感じた。 

 

○  私からのお願いは、この番組の評価に元気を得て１時間半の番組を作らないでいた

だきたいということだ。３０分の切れ味のいい番組をポン、ポン、ポンとやっていた

だいたほうがうれしいので、あえて最後に申し上げる。 
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平成２７年１１月国際放送番組審議会 

 

平成２７年１１月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６１９回）は１７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。その後、「平成２８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「Ｍｅｄｉｃａｌ Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ」

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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 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 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱文化事業部 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 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 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 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） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  今回のパリ同時テロについてどのような報道がなされたのか知りたい。 

 国内では編成を組み替えながら放送していたが、国際放送としては何を伝えたのか。 

 

（ＮＨＫ側） 事件が発生したのは日本時間で土曜日の早朝６時前だった。一報放送後、

新しい情報を加えたり、現地への電話インタビューを入れるなどして続報

を出した。パリには自前のスタッフがいないので独自取材は容易ではなか

ったが、ヨーロッパ総局と連携をとるなどして放送した。 

 

（ＮＨＫ側） 当日は早朝に九州で地震があり、津波注意報が出て、それに続いてフラ

ンスのニュースが入ってきた。そういう中で、国際放送局としては外国人

向け英語放送の「ワールドＴＶ」、邦人向け日本語放送の「プレミアム」、

さらに「ラジオ日本」の３波で、それぞれ独自の編成対応をした。 
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  ワールドＴＶは、津波注意報発表の段階で土日のリピート体制を生放送

に切り替え、プレミアムは総合テレビの情報をそのまま日本語で出した。 

  ７時ごろからはテロのニュースが増えていった。ワールドＴＶは、津波

と同様にテロの情報についても生放送でしっかりと情報を伝え、邦人向け

のプレミアムは引き続き総合テレビをそのまま流し、ラジオ日本もラジオ

第１の日本語放送をそのまま流すという編成をした。 

 

 

＜「平成２８年度国際放送番組編集の基本計画（案）」について＞ 

 

○  ２０２０年に向けて日本の一番の魅力である「食」を取り上げてほしい。「ＢＢＣ Ｆ

ｏｏｄ」というレシピがあるが、手軽に手に入り、失敗することは絶対にないという安

心感がある。日本でもＮＨＫにやってほしい。 

 ＮＨＫは「楽しく教育」的な番組が得意。「ためしてガッテン」もＮＨＫワールドＴ

Ｖで取り上げてもらえないか。 

 

○  全体的に違和感はないが、その上で２点。１つは優れた番組を各国に売り込んでほ

しい。先月、中央アジアへ行ったが、ＮＨＫの番組をいろいろな国で見ることができ

て本当にうれしかった。 

 いま国交省に頼まれて、広域観光周遊ルートを日本で７つ選定して、そのプロモー

ションを進めている。それにもうまくリンクすれば、非常にパンチがあるのではない

か。 

 

○  「ためしてガッテン」、およびレシピの話は同感だ。 

 国際放送は「アジアにおけるＢＢＣになってほしい」という観点から、「ＮＥＷＳＬＩ

ＮＥ」のタイトルに「ＮＨＫ」を加えるのはいいが、日本にこだわらずニュートラル

な形でニュースを発信すること、アジアを踏まえた日本としたほうがいいのではない

か。 

 

○  「ＮＨＫ経営計画 2015-2017年度」を見ると、５つの方針があって、その中で最も

重要なのが、「日本を世界に、積極的に発信」ということだと思う。 

 ＮＨＫワールドＴＶについては「平日夜間の強化と国内放送との連携」と書かれて

いる。たくさんいいものがあるのだから、国内番組の吹き替え版がもう少し増えても

いいのではないか。 

 「プレミアム」については、海外にいる人にもヒアリングをしたが、ケーブルＴＶ

に加入していないとなかなか見られない。オンラインの展開とうまく結び付けてほし

い。 

 

○  番組の内容やコンテンツについては、とてもよくなってきた。それをいかに多くの

人たちに見てもらうか、アイデアが必要だ。外国へ行って、ＮＨＫの国際放送を見て

いるかという質問をしても、残念ながら認知度は低い。 
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 突飛な意見かも知れないが、アジアの国々の一部と一緒にやっていく。例えばフィ

リピン、ベトナム、シンガポール、インドネシアといった親日的な国で、海外ネット

ワークを強化したいところとタイアップして、一定の時間帯を彼らとの共同制作にす

ることは考えられないか。 

 

○  基本方針を読むと、すばらしくまとまっているが、昨年とどう違うのか、来年は何

を目指しているのか。前後の連携をもう少し明らかにしていただきたい。「アジアの良

識としての情報発信基地」という目標もあるだろう。 

 また、東京オリンピック・パラリンピックの前にリオのオリンピックがある。そこ

でどんな役割を果たしていくのかなど、ＮＨＫワールド全体が、国際放送としてどこ

に進もうとしているか、その世界観が知りたい。 

 また、例えば、インターネット上のＮＨＫワールドＴＶのアプリが、ダウンロード

数はどれぐらいで、どれぐらいの人にＮＨＫの国際放送は見られていて、だからウイ

ークポイントであるその国で重点的に広報活動するのだ、というようなことが、基本

方針の向こう側に見えてくるといいと思った。 

 

○  「世界から選ばれ、信頼される」というところが、去年より強くなった感じだ。 

 ＮＨＫワールドＴＶに対するネガティブなコメントをインターネットで見てみると、

２つに分かれる。１つは、こういうことを言うのはおかしいなどの具体的な反論。も

う１つは、いま世界で起きていることをフォローできていないという批判。前者は、

信頼に足る客観的な報道で対抗すべきだが、後者は、逆に日本の話題を増やしたほう

がいいのか、それとも世界に行ったほうがいいのか、分析が必要だと感じた。 

 現在、ホームページが情報のプラットホームになっていることは事実だ。「ＮＨＫワ

ールド」のページを見ると、英語は非常に充実しているが、アジアの言語ではかなり

差がある。英語はコンテンツがうまく見られるようになっているが、中国語やベトナ

ム語は、やや見にくい。世界で選ばれるためには、どこの視聴者を増やすかを考えて

いくべきだ。 

 

○  ２点ある。「プレミアム」は、私もアメリカで９年ほどお世話になった。海外にいる

と、もちろんその国の情報も欲しいが、日本の娯楽番組に出合うのはうれしい。 

 もう１点は英語のことだ。ヨーロッパで国際会議に出ると、日本人が一番英語が下

手だ。この間もイスラエルの人と話したが、皆英語が達者だった。「どうしてうまいの

か」と質問すると、「テレビ番組が英語だった」と言う。すばらしい番組があるのだっ

たら、日本に住む日本人にとって英語番組が、もう少し身近になるようにしないとい

けない。 

 

○  前年度と比較して、その上でどうするかという説明は、今後あってもいい。数値目

標というと言い過ぎだが、１年後にはこういう状況にするというイメージを具体化し

たほうがいい。 

 今後の社会構造の変化を考えると、世代や所得、スーパーリッチの人とかミドルク

ラス向けとか、ある程度、ターゲットの整理も必要ではないか。 
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 また、プラットホームという点だが、例えばフィリピンやベトナムの放送局に番組

を無償提供して、彼らの地上波の大きな局で流してもらい、少しずつ認知度を高めて

いくといった戦略的な動きなどもあり得る。 

 国内番組を英語でも放送する。地上波は難しいかも知れないが、ＢＳではどうか。

日本国内の外国人が増え、訪問者も多いので、英語で情報が取れるのは重要なことだ。

長期戦になるかも知れないが。 

 ＮＨＫはアジアを代表する放送局になり得ると思うし、なるべきだとも思うが、一

方で日本は報道と自由の国際ランキングなどで順位を下げている。その指摘がどの程

度フェアなのか、すぐには判断できないが、そういった懸念があることには留意すべ

きだ。 

 

（ＮＨＫ側） たくさんの意見をいただいたが、前提についてお話しする。ことしはＮ

ＨＫの国際放送を大きく変えるため、ターゲットを絞った編成をした。去

年までは、おもしろい番組はいろいろ並んでいるが、この時間帯は誰に向

けているのか、この日は何がテーマなのか、わからない傾向があったので、

ターゲットを定めたゾーン編成を意識した。この時間帯はアメリカ向け、

ヨーロッパ向け、アジア向けという、視聴好適な時間帯を設けて、さらに

ドキュメンタリー、旅、カルチャーのゾーンなど、ジャンルもはっきりさ

せることが大きな柱だった。 

  もう１つは、北米・アジアをターゲットにした魅力的な番組を作るとい

うことで、特に報道の充実を図った。その１つが大型ニュースで、４５分

の「NEWSROOM TOKYO」、それから「GLOBAL AGENDA」という、世界

で起きているさまざまな課題を専門家が議論する番組を作るという、大き

な２つの改定をした。インターネットについては、ＶＯＤをはじめとした

ネットの活用を実現した。 

  この１年間は、産みの苦しみはあったが、モニターや視聴者の評価も高

くなり、ターゲットとした北米やアジアでの接触率も上がってきた。質的

にも、ネットサーフィンの途中で短時間のぞいて去って行くのではなく、

意識的に入って来て、目当ての番組を丸ごと見ていく人が増えている。 

  それを踏まえて、２８年度はさらに内容を充実させていきたい。今年度

「NEWSROOM TOKYO」は４５分で発信したが、アメリカの公共放送Ｐ

ＢＳからは、番組の長さが半端でなかなか受けにくい、１時間にしてくれ

ないかという声があるので、残りの１５分間については、ジャーナルなイ

メージを大事にし、ニュースバリューのある「時の人」のインタビューを

考えている。 

 

（ＮＨＫ側） ワールドＴＶにも日本食の番組がいくつかあり、それぞれレシピを掲載

している。以前は、テレビとラジオが分かれていたが、ホームページを改

修して、テレビ、ラジオの食の番組を併せて見られるよう使い勝手をよく

した。 

  「ためしてガッテン」については、スタジオ部分が重要だ。ＶＴＲ部分
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の英語化はすぐにでもできるが、独特の話芸で展開するスタジオ部分を外

国人ゲストで撮り直したほうが、より分かりやすいのか。あるいはそのま

ま英語化しても、やり取りの軽妙さなどが伝わるのか。どういう方法が一

番適しているのか、探っていきたい。 

 

 

＜視聴番組「Ｍｅｄｉｃａｌ Ｆｒｏｎｔｉｅｒｓ」 

       （ＮＨＫワールドＴＶ ７月７日（火）０:３０ほか）について＞ 

 

○  おもしろい番組だったが、長かった。 

 特別な道具は、１人の医師専用のものなのか、それともほかの医師にも使わせるの

か。細かい情報をスピーディーに知りたかった。 

 

○  前半の整形外科と精神科がチームになって腰痛治療を行う部分が少し長かった。バ

ランスを考えると、後半にもう少し時間をかけた方がよかった。 

 ２つ目は吹き替えについて。最初の Sasaki さんは字幕だったが、次の Kawashima

さんは吹き替えになっていた。意図があるのだと思うが、感情を直接的に伝えるのな

ら、今回は両方吹き替えのほうがよかったと思う。 

 腰痛の治療方法については、最後にボードみたいなもので情報をまとめると、分か

りやすかったと思う。 

 

○  非常に楽しく見た。ためになった。早速「四股トレーニング」をやった。内容に興

味があった一方で、どのように海外のユーザーに発信するのだろうか、どのようにユ

ーザーサイドからキャッチアップできるかがわからなかった。工夫をしないと、せっ

かくの番組がサーッと流れてしまい、宝の持ち腐れになってしまうという感じがした。 

 

○  番組として違和感を覚えたのが、オープニングのタイトルのテイストと内容のミス

マッチだ。オープニングでは非常にクールな印象を受けたが、女性の進行役が出てき

たあたりでトーンが変わり、演出上、どういう方向に行きたいのか戸惑いながら見始

めた。 

 最終的には女性の笑顔にも違和感を覚えた。腰痛で悩んでいる方の気持ちを考える

と、にこやかに、楽しい感じで進めることが果たして正しかったのか。そんなところ

まで考えてしまった。 

 番組制作という見地からは、改善の余地があるのではないか。内容に関しては、フ

ァンダメンタルな部分では世界に発信する意味のある日本の医療だったと思う。 

 

○  ２８分は、ちょうどいい長さだと思った。番組は３部構成で、まずは腰痛と言って

も気のせいだという見方を紹介するところ。次に本当に腰痛で悩んでいる人には、い

まどんな治療法があるかというところ。もう１つは体操をして予防しようという、ウ

ォーニング的なところだった。 

 １番目と２番目は、学ぶことがたくさんあってよかったが、四股が突然出てきたと
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ころは違和感があった。 

 もう１つは、英語と日本語が重なっているところで、日本語が強くて英語が聞きに

くい。改善の余地がある。 

 

○  ２つのポイントがあると感じた。１つは、大震災の後のトラウマを克服して腰痛を

軽減した福島の人のケーススタディ。もう１つは腰痛の先端医療を紹介すること。 

 先端医療であるならば、国際学会で、あるいは雑誌でこういうことが発表されるな

どの説明があるとよかった。 

 

○  精神面の救済で腰痛が治ることが、画期的な学説なのか、それとも常識なのか。フ

ァイバースコープ手術も普通のことなのか、福島の病院だけの画期的なことなのか、

全体的な位置づけがもう少し分かるとよかった。 

 あと１つぐらい症例を入れると、もう少しテンポのいい番組になったのではないか。 

 

○  予防も含めて、日本の知見が腰痛の医療に役立つようにしてほしい。こういう番組

はすぐにオンデマンドで見たいという人も多いので、できるだけ速やかに出したほう

が視聴者にとってはより親切だと感じた。 

 

○  以前、別番組でも、アメリカの大学の心理的な負担を減らす治療例が紹介されてい

たので、日本オリジナルではない。それならば、各国の最新事例を紹介したほうが、

世界の視聴者にとってはプラスになると思う。 

 腰痛や認知症を扱う番組が国内放送では増えている。医療は日本だけではなく、世

界的にもニーズがあるテーマで、国際放送が信頼性を高めていくために有効ではない

か。 

 

（ＮＨＫ側） オンデマンドに関しては、新年度をきっかけに始めたいと思っている。

モニターや一般視聴者からも、ぜひ見たい、もしくは家族に見せたいとい

うリクエストが多い。 

 

（ＮＨＫ側） 演出についてはまだ相当改善すべきだと話し合いながら、毎回少しずつ

変えている。いただいた意見の中には、すぐに反映できるものもあるので、

取り入れていきたい。 

  腰痛が震災の被災地に特有のことなのか、普遍的なものかということに

ついては、確かに普遍的なものだ。たまたま取材協力者が震災の被災者で

強いストレスがあったということだ。 

  腰痛治療に心理的なアプローチを加えていくという、世界的にも少しず

つ広がりつつある動きの中で、日本では福島県立医科大学の取り組みが一

番進んでいるということだったが、確かに説明が足りなかった。 
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平成２７年１０月国際放送番組審議会 

 

平成２７年１０月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６１８回）は２０日（火）ＮＨＫ放

送センターで６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「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」  「ＮＥＷＳＲＯＯＭ 

ＴＯＫＹＯ」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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

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 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 理事長） 

委 員 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 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） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  災害時の放送体制については、国際放送としてのルールや指針があると思うが、全

国と連携して、一次情報をどう発信しているのか。 

 オリンピック・パラリンピック直前にテロが起きたと想定して、そのテロについて多

言語で世界中に発信することや、日本国内の外国人向けの情報提供についても訓練を

行っているか。 

 日本のみならずアジアについての情報発信をＮＨＫワールドＴＶには期待したい。 

 

○  日本の災害を取り上げることは意味があると思うが、ＮＨＫワールドＴＶとして国

内向けのニュースと別に取材することにどんな意義があるのか。英語リポーターが臨

場感を持って発言することにポイントがあるのか。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶによる国内の災害取材については他の委員と同意見だ。同じ取

材映像を国内は日本語で、海外向けは英語で放送すればよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫでは報道局が国内放送向けの取材を行っている。その要員や体制

に比べると、国際放送局ができることは限られているので、報道局や現地
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の放送局と連携を取りながら、その情報を活用している。先日の鬼怒川の

水害のように、現場に取材陣を送って、独自に取材した情報を発信するこ

ともある。 

  当部の場合は職員の緊急連絡網がある。９月１日の防災の日などには、

全局体制で緊急連絡の訓練を行っており、当部も参加している。ほかにも、

津波警報などが発表されたときの初動訓練を行っている。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶの場合、ニュースが毎正時にあるので、常に新しい

情報を生き生きと伝えていく必要があり、国際放送局から災害現場に英語

リポーターを派遣することも行っている。 

 

（ＮＨＫ側） 国際放送局と報道局の関係は、基本的に災害などが起きた時は、国内の

報道局記者が最初に動いて第一報を伝えるのが原則だ。それからすぐにヘ

リコプターを飛ばして災害現場の映像を撮ることも原則になっている。 

  ＮＨＫワールドＴＶのニュースでは、東日本大震災も、去年の御嶽山噴

火も、今年の鬼怒川堤防決壊でも国内向けの第一報に英語のコメントを付

けて伝えることから始めている。 

 

○  海外向けに日本の観光情報の提供が重要という意見が多いが、一般に出ている観光

情報ではなく、ＮＨＫのように信頼性を有するメディアが、日本の地域文化等を紹介

すれば重みがあり、海外の人々にも確実に伝わる。日本の地域の活性化にもつながっ

ていくと思う。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶ自体は、海外に向けて日本のいろいろな魅力を伝える番組を作

られているが、実際に取り上げられる地域とどの程度連携をされているのか。 

 委員が絶賛していた「Journeys in Japan」の回があったが、先日、舞台となった地

域の青年会議所の方たちに紹介したところ、ぜひ見たいとの話であった。ＮＨＫと連

携して、何らかの動きをしたいという地域がたくさんあるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） ９月のＮＨＫワールドＴＶでは東北の特集として６３番組を放送した。

そのときに、この機会を東北の活性化につなげたいという地元局の意向

もあり、鳴子温泉を取り上げた「Journeys in Japan」を東北の主だっ

た方に視聴していただき、ともに地域を盛り上げていくという試みを行っ

た。また今回、１１月に北海道を特集するときも札幌局とともに、イベン

トなど盛り上げていこうと意欲的に取り組んでいる。 

 

（ＮＨＫ側） 外国の方が日本各地の細かいところにまで関心を持っているのはわれわ

れも感じているので、地域の番組を積極的に取り上げようと思っている。

来年度にむけて検討しているところである。 
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＜視聴番組「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」 「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」 国連サミット・国連総会 

    （ＮＨＫワールドＴＶ ９月２８日（月）～３０日（水）ほか）について＞ 

 

○  シリーズ全体を通して、聞き応え、見応えがあり、すばらしいと思った。豊富な記

録映像なども使って立体的に伝えていた。 

 ９月２８日放送「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ 国連創設７０年① 貧困との闘い」に

ついては、国連本部前から中継でインタビューを伝える意味が今ひとつ分からなかっ

た。 

 また、細かいことだが、９月２９日に各国首脳の国連演説を伝える中で発言者が男

性なのに通訳が女性だったこと、９月３０日に安倍総理大臣の国連演説を伝えた中で

議場にいる政府関係者がスマートフォンで演壇を撮影している映像が入っていたこと

が気になった。 

 また、他国が公式な場で日本政府の認識と違う英語表現を、領土問題で行った場合

は、どのように伝えるのか。 

 

○  テーマ自体は興味深く拝見した。ただ、全般的に非常に日本寄りだと感じた。安倍

総理大臣の国連演説を伝えた中で、スタジオでの批評があまりなかったと思う。 

 ９月２８日放送「国連創設７０年① 貧困との闘い」では、インドの現地取材を入

れたのはとてもよかった。一方で番組がどのような提言をしたいのか伝わってこず、

きれいにまとめようとした印象があった。 

 ９月３０日放送「国連創設７０年③ 国連と日本」も日本としてＰＫＯへの参加や、

安保理の常任理事国入りを訴えるための広報番組にしか見えず、世界の人が関心を持

つようなテーマだろうかと気になった。 

 ゲストの方が今回、ほぼ全員日本人だったが、国際化の時代に反して、国内番組の

ゲストの選び方になっているのではないか。 

 

○  各国首脳の国連演説を取り上げた９月２９日放送の「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」は、アメリカと

ロシアと中国、韓国のトップの意見が明確に出ており、それぞれが異なった意見を述

べているということを明解に伝えていた。しかし一方で、今後これがどのように収ま

っていくのか、今後の外交の会談・会議の予定がニュース報道として明確に出してい

けると、視聴者にとってわかりやすかった。演説全体の項目をパネルで整理してもよ

かったのではないか。 

 「国連創設７０年① 貧困との闘い」でインドの教育に関するリポートを入れたの

はよかったが、それ以外の社会問題も取りあげるともに、インド政府関係者のインタ

ビューを入れた方がよいと感じた。 

 「国連創設７０年③ 国連と日本」については、客観的で中立的かという点につい

ては、少し判断しにくい部分があった。 

 

○  ９月２９日に安倍総理大臣の内外記者会見を伝える中で、難民について安倍総理大

臣が質問に答えなかったという点についてだが、ほかの委員の指摘どおり答えなかっ

たということをより明確に言ってもよかったと思う。 
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 ９月２８日に各国の首脳の国連演説を伝える中で韓国のパク・クネ大統領が、日本

の安全保障関連法について concernを示したとあったが、むしろ韓国があまり強い反

応を示さなかったことが注目されたと私は受け止めている。 

 「国連創設７０年③ 国連と日本」で国連加盟以降の日本外交を振り返っていたが、

日本はアジアの一員としての立場を重視していたことをさらに強調してもよかったの

ではないか。またこの特集の中で、安保理改革については、日本の元国連大使で現国

連事務次長は必ずしも適切ではなく、むしろ現在の日本の国連大使にインタビューし

た方がよかったと感じた。 

 スタジオ解説の中で北方領土について、ロシアに controlされていると言っていた

が、illegally とまでは言わなくても少なくとも occupiedという表現を使うべきだっ

たろう。 

 

○  キャスターの方も含めて、以前に比べて英語がスムーズになってきたことと、イン

タビューのしかたも以前に比べるとずいぶん変わってきた。これは非常に大きな進歩

ではないかと思う。 

 国連７０周年のような大きなイベントに対して、国際放送で取材に行かれたという

ことは、大きな挑戦だと思う。ただ、そういう中でも細かい点は、今後考えて直して

いただければよい。このような試行を重ねていかないとなかなか経験は身に付かない

と思う。 

 今回は国内放送よりはずっと中身の濃いものだったのではないかと思っている。 

 

○  日本の国際放送として、オバマ大統領、習近平主席、パク大統領の国連演説が日本

国内でどのように受け止められたのか、日本国内の反応を伝えてはどうかと思った。 

 それからスピーチを準備する裏方の役割にも迫っていただきたい。いま国連に勤め

ている若いスタッフがどういうことにやりがいを見出しているのか。組織が肥大化し

ていているといわれるがその実態がどうなのか、個人的には、もう少し知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） いろいろと貴重なご意見をいただいたことにお礼申し上げる。 

  まず、お断りしておかなければならないことは、今回放送で使った映像

と音声はわれわれが独自に撮ったものではなく、国連が配信したものであ

るということ。ＮＨＫはじめメディアは基本的に会議の映像取材を単独で

はできない。また、各国首脳の通訳は国連の通訳で、いわば公式の英語音

声であり、通訳をＮＨＫが決めているわけではない。今回は国連がたまた

まロシアのプーチン大統領の通訳に女性を充てた。 

  先ほど、ご指摘のあったスマートフォンの映像も安倍総理大臣が難民支

援策の拡大という重要な内容を演説している音声にのせて国連が配信し

たものであり、われわれとしては、いかんともし難いところがあった。 

  日本寄りの広報に聞こえるというご指摘に関しては、日本政府の立場を

正しく紹介するとともに、政府の広報と見られないためにはどうすればい

いのか、われわれとしても日々模索している。ニュースで政府首脳などの

発言を扱う場合、どうしても最初のうちは、こう言いました、こう言いま
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した、と発言そのものの羅列になってしまう。そういうところから、日本

政府の言い分をそのまま言っているのではないかという印象を持たれた

とすれば、反省すべき点だ。 

  解説も、どこで、どう海外の視聴者に興味を持ってもらえる情報を提供

するか、いつも悩んでいるところだ。 

  各国首脳の主張はわりと整理されていたが、今後どういう動きになるの

か、会議や会談の予定等々の情報があればよかったというご指摘も、その

とおりだと思う。視聴者の判断の助けになるような付加価値のある情報は

できるだけ入れていきたい。 

  concern という言葉や、北方領土をめぐる用語もそうだが、われわれが

英語でどういう表現を使うのかという問題があり、常に最適の表現を模索

している。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫの放送は放送法、国内番組基準、国際番組基準、ＮＨＫ放送ガイ

ドラインにそって作られている。国際番組基準では、「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

にたい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」と定め

られている。 

 

（ＮＨＫ側） インタビューの人選をはじめ委員の皆さんのご指摘をふまえ、制作にあ

たっていきたい。 
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平成２７年９月国際放送番組審議会 

 

平成２７年９月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６１７回）は１５日（火）ＮＨＫ放送

センターで１０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「Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ」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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

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 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 取締役会長） 

委 員 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 理事長） 

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 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 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） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  この１か月ＮＨＫワールドＴＶがどのような番組を放送したのか３０分程度にまと

めたビデオ映像をもとに意見交換できないか。 

 

（ＮＨＫ側） そうした要素を含めた映像を作成できるかどうか検討したい。 

 

 

＜視聴番組「Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ  ～Ｌｅｇｓ ｔｏ Ｓｔａｎｄ Ｏｎ～」 

      （ＮＨＫワールドＴＶ ７月２８日（火）０：３０ほか）について＞ 

 

○  視聴番組のゲストは、国際的なプレゼンテーションのイベントにも登場しており、

取り上げたことは時宜にかなっていた。番組自体はおもしろかったが、収録場所を体

育館ではなくスタジオセットにしたほうが、ゲストからさらに率直に話を聞けたので
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はないかと感じた。衣装については、ゲストが引き立つよう、司会者の分と合わせて

選定してはどうか。 

 

○  今回のゲストは大変好感の持てる人物であり、視聴番組自体も大変見やすかった。

「人間は技術革新によって障害を克服できる」というメッセージも分かりやすいと感

じた。一方で、番組の中で、日本には義足を作る技術があるにもかかわらず官民の努

力が不足しており欧米のような義足の会社はないということを取り上げる必要があっ

ただろうかと感じた。こうした情報は、国民に向けて総合テレビで取り上げればよい

のではないか。 

 義足の価格や各国政府からどの程度の補助金が出ているのかなどといったビジネス

に関わる情報がもっとほしかった。 

 また、番組の中で「義足があるとはいえ選手の鍛錬が必要だ」という趣旨の発言が、

「技術が障害を補う」という趣旨の発言に前後を挟まれる形で紹介されていたので、

さらに整理してほしかった。 

 

○  視聴番組における日本の義足開発の取り上げ方は適切だったと思う。日本が得意と

しない分野を紹介することは日本の余裕を感じさせるものだろう。番組のなかで、魚

眼レンズを使っていたが意図がつかみにくかった。インタビュー場所にあえて体育館

を選んだのであれば、もっと全体を見せる映像を入れてもよかったのではないか。 

 司会者は、もっと本質的な質問をぶつけてもよかったのではないか。 

 海外の報道系のインタビュー番組では厳しい質問をぶつけられた出演者の顔を見せ

るという演出がひとつのパターンになっている感があるが、この番組には適さないし、

テーマに即した演出でよいと思う。 

 

○  視聴番組は非常にメッセージ性のあるものに仕上がっており、全般的に非常によか

った。ゲストが引用した師のことば「世の中には障害者はいない。技術のほうに障害

がある」は社会に対していろいろな意味で勇気を与えるものだ。 

 日本が後れをとっている分野をどう扱うかだが、日本がロボット技術などで障害者

の支援を行っている事例を紹介し、「世の中に障害者はいない。技術のほうに障害があ

る」というメッセージを肉付けすればよかったのではないか。 

 

○  すばらしい番組であった。カメラワークの面白さを感じたが、これは「Ｆａｃｅ Ｔｏ   

Ｆａｃｅ」という番組のスタイルなのか、ゲストによって変えているのか、それが分かれ

ばより深くこの番組を理解できたと思う。 

 番組冒頭で国際的プレゼンテーションイベントにゲストが登場した姿を紹介してい

たが、もう少し説明を加えてほしかった。日本語の対談を英語に吹き替えていたが、

背景に聞こえる日本語の音量がやや大きいと感じた。 

 番組の結論が、ゲストの「ひと」に向かっていくべきか、見えてきた「日本」に向

かっていくべきか、難しいところであり、収録した対談をどの程度割愛したのか気に

なった。 
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○  全体的にとても分かりやすく、よい番組であった。この番組はゲストの人物像にス

ポットを当てることが目的なのかもしれないが、２０２０年の東京オリンピック・パ

ラリンピックを意識し、パラリンピックがオリンピックと同じようにインパクトのあ

る大会となるように運営すべきだといったメッセージを入れてもよかったのではない

か。また、競技用義足を取り上げるにあたっては、使っている選手たちの思いにも配

慮が必要だと感じた。 

 

○  「障害者権利条約」には、障害は主に社会によって作られた障害者の社会への統合

の問題であるという考え方が反映されている。視聴番組で、義足の技術開発によって

障害者をサポートしていることを描く際に、もっとこの条約の考え方を意識してほし

かった。 

 現在、ＮＨＫワールドＴＶには３つのインタビュー番組があるが、ややエンターテ

インメント性が強いと感じる。各国の国際ニュースチャンネルには報道系のインタビ

ュー番組があることをふまえ、ＮＨＫワールドＴＶでも、バランスをとる意味で同様

のインタビュー番組の開発を検討してほしい。 

 なお、この番組はＶＯＤ（ビデオオンデマンド）向きであるので、ぜひＶＯＤ対象

番組にしていただきたい。 

 

○  視聴番組は楽しく見た。ゲストの視点や経験を通して、日本の障害者と社会との関

係についても語っていたことを評価したい。社会問題の部分をもっと掘り下げてほし

いと期待した人もいたかもしれないが、私としては「ゲスト」と「社会」への目配り

のバランスは適当だと思った。 

 日本が世界一の分野でメイド・イン・ジャパンという切り口で番組を進めることに

違和感はない。しかし、この番組では義足開発で日本が進歩し先行する欧米の製品に

追い付くことを期待する内容になっていたが、各国の視聴者がどんな印象を持ったか

気になった。 

 また、円建てで金額を紹介していたが、海外の視聴者の中には分かりにくいという

印象を持った人もあったのではないか。 

 今後のゲスト選定にあたっては、海外の視聴者が見たいと思うような独自の取り組

みを行っている人かどうかが重要であると思う。 

 

○  ゲストは大変に好感の持てる人であり発言も素晴らしかった。ただ、インタビュー

部分が少し長すぎると感じた。ゲストの家族がどのように本人を応援しているのか、

障害者スポーツ以外の分野でどのように社会貢献を行っているのかなどをＶＴＲで描

いてもよかったと思う。また、司会者とゲストの対論ではなく、ゲストの生き方や主

張をもっとアピールしたほうが、番組のメッセージがさらにはっきりしたのではない

か。 

 日本の弱い分野は海外に向けて出すべきではないという趣旨の意見があったが、政

府の広報番組ではないので、日本にとって外に対して恥ずかしいことは言わないとい

う制限は付けないほうがいいと思う。 
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○  今回のゲストは海外生活も長く国際的なプレゼンテーションイベントにも出演して

おり、インタビューは英語で収録したほうがインタビューをさらに生かせたのではな

いか。 

 ゲストの取り組みが国際的にどのように評価されているのかもっと多くの情報があ

れば、番組の説得力が増したと思う。日本の義足開発が欧米に比べ後れをとっている

という情報が紹介されていたが、裏付けとなるデータなどを示してもよかったのでは

ないか。 

 番組は多少長い印象があったので、司会者がまとめの言葉を述べたり、ゲストの進

路を決めた仲間がバスケットをしているシーンを入れたりすることで、もう少しドラ

マチックな終わり方にしてもよかったのではないか。 

 この番組に関しては何名ぐらいのスタッフが何日間ぐらい密着して、時間数でどの

くらいの収録をして、制作しているのか。 

 

 

（ＮＨＫ側） インタビュー収録前に、ゲストから許可を得られた一定期間、密着取材

を行っている。当日の収録は、カメラマンが２人で音声担当者が１人の体

制をとり、通常のカメラ３台と魚眼カメラの計４台を使い行っている。２

時間程度収録し番組尺に編集している。 

 

（ＮＨＫ側） 非常に貴重なご意見をいただいたことにお礼申し上げる。カメラワーク

については、映像が単調にならないよう魚眼レンズを導入した。多用しす

ぎないよう注意しているところである。英語による収録は、ゲストの意向

などもあり簡単に決めることができないが、今後挑戦していきたいと考え

ている。 

 

（ＮＨＫ側） インタビュー番組のありようについては、日ごろ私どもの中で研究を重

ねているところであり、今回、委員の皆様から鋭いご指摘とご助言をいた

だいたことに対し深くお礼申し上げる。 

  インタビュー番組の根幹は人選であるというのはご指摘の通りであり、

際立った取り組みを行っている人物をこれまで同様取り上げていきたい

と考えている。 

  インタビューの背景にある世界や日本の状況などにも言及する必要性

も今回改めて痛感した。この人物を取り上げることで今の日本の状況をし

っかり伝えたいとか、もしくはこの人の生き方にこうしたメッセージを込

めて伝えたいといったねらいをわれわれの側でも今後も突き詰めて考え

ていく。 

  報道系のインタビュー番組については、ことしスタートさせた    

「ＧＬＯＢＡＬ ＡＧＥＮＤＡ」がその役割を果たしていると考えているが、別

に番組を開発できないか検討もしているところである。 
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平成２７年７月国際放送番組審議会 

 

平成２７年７月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６１６回）は２１日（火）ＮＨＫ放送

センターで４人の委員が出席して開かれた。 

会議では、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ワールド・ラジオ日本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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

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 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  新国立競技場の問題は国際的にも注目を集めている。ＮＨＫワールドがこの問題を

さらに掘り下げて伝えることを期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） この問題はニュースで伝えている。 

 

○  国際放送テレビ番組モニターをアメリカとアジアで増員したという報告があったが、

具体的にはアジアのどの国で増やしたのか。 

 今後、テレビ番組モニターが国際放送の番組を１１の項目で５段階で評価した点数

を分析するに当たっては、約４０か国２４０人全員の平均値を用いるだけでなく、性

別・居住国・世代別の平均も算出し比較することを期待したい。 

 ＮＨＫワールドＴＶはテレビ放送においては欧米よりも高画質で送出していること

は強みだと思うが、ライブストリーミングやＶＯＤ（ビデオオンデマンド）において

は、インターネットの環境が発展途上にあるアジア諸国に配慮し、データ量が少なく

利用しやすい低画質による提供もこれまで同様続けてほしい。 

  

（ＮＨＫ側） 英語を理解する人口が多いシンガポールとＮＨＫワールド・オンライン

へのアクセスが多いインドネシアのモニターを増やした。 

  ＮＨＫワールドＶＯＤの利用者を一層拡大することを目指し、アプリの

開発も検討している。また利用しやすい画質についても検証を続けていく。 
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○  ＮＨＫワールド・オンラインのアクセス解析は適切に行われていると考えるが、今

後さらに新たな手法を導入する予定はあるのか。 

 また、毎月視聴番組についての反響メモが審議会に提出されているが、そこに記載

されたコメントはＮＨＫが番組視聴を依頼したテレビ番組モニターによるコメントだ

けなのか。それとも自発的にその番組を視聴した一般視聴者からのメールも含まれて

いるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 反響メモには、ＮＨＫの推薦にしたがって番組を視聴したテレビ番組モ

ニターのコメントと、番組を自発的に見た視聴者がＮＨＫワールド・オン

ラインのメールフォームを通して寄せたコメントを両方掲載している。 

 

（ＮＨＫ側） アクセス解析に加え、ＮＨＫワールドＴＶライブアプリのダウンロード

数を国別に把握する手法を開発中である。 

 

 

＜ＮＨＫワールド・ラジオ日本の今後について＞ 

 

○  インターネットラジオが世界的にも勢いを増していると感じる。自分の経験に照ら

して考えると音楽専門局は一定のリスナーが期待できるのではないか。ＮＨＫワール

ド・ラジオ日本でも、インターネットを念頭に音楽中心の編成を検討する必要がある

と思う。 

 ＮＨＫワールド・ラジオ日本の日本語学習番組については、海外で日本映画の名作

はよく知られていることから、映画を取り込んだ内容も検討してほしい。ＮＨＫワー

ルド・ラジオ日本が、海外における日本語学習者の増加に貢献してくれることを期待

している。 

 また、国際放送８０年記念番組「BRIDGING THE WORLD」は、広報番組的な要素

が多少気になったが、紹介されたリスナーの声は印象的であった。リスナーとの交流

は今後も大事にしてほしい。 

 

○  ラジオは最も手軽に情報を得ることのできるメディアである。携帯電話やスマート

フォンが発達してきたとはいえ、ラジオの手軽さはむしろ価値を増したといえるので

はないか。放送地域についていえば、モンゴルは親日的な国であり、モンゴル向けの

放送を少し検討してもよいのではないか。 

 ＮＨＫワールド・ラジオ日本が日本発のニュースを１７言語で発信していることも

意味のある取り組みだ。さまざまな意見を持つ各言語の専門家が意見を交換する中で

普遍性をもつ番組を作る意欲が高まり、事実に基づく客観的な国際放送となっている

のだと思う。 

 「やさしい日本語」については、国際社会の公共の利益につながるような番組にな

るよう期待したい。語学学習番組は、各国のソフトパワー外交の一環であるという見

方もあるが、語学学習がアルツハイマー病や認知症を発症しにくくするという脳科学

の研究もあり、子どもたちのみならず働き盛りの世代も外国語を学ぶことに意味があ
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ると思う。「やさしい日本語」の放送は現在週１回だが、学習効果があがるのは週５回

とされている。 

 

○  ＮＨＫワールド・ラジオ日本が長年にわたりラジオとインターネットで発信してき

た日本語学習番組は、世界的に日本語学習者が減少傾向にあり国が対策に乗り出すな

か、意義ある取り組みだと思う。国際放送８０年記念番組「BRIDGING THE WORLD」

で紹介されていた、アフリカ・カメルーンの農村で暮らす日本語学習者の事例も感動

的であり、ラジオの力を感じさせた。 

 ラジオは日本情報発信の強力な手段である。文化だけでなくテクノロジー、ビジネ

ス、農業、漁業などをバランスよく戦略的に伝えてほしい。 

 ＮＨＫワールド・ラジオ日本の１７言語の放送では翻訳が正しいかどうか、どのよ

うに確認しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 職員とスタッフ、複数の外国人専門家などで、相互で翻訳をチェックす

る体制をとっている。スワヒリ語を例にとると、日本にはスワヒリ語を専

門とする学科を置いた大学が限られるなか、スワヒリ語学科出身の職員に

スワヒリ語放送を担当させ原稿のチェックなど品質管理に当たっている。

さらに、スワヒリ語の専門家をタンザニアとケニアからあわせて３人招へ

いし、原稿を相互にチェックしてもらっている。 

  ほかの言語では、言語の専門家を職員でまかなえない場合は日本国内で

その言語を研究している専門家に原稿のチェックを依頼したり、あるいは

出演者同士で相互にチェックする形をとっている。一人が翻訳した原稿を

書いた当人がそのまま放送で読むのではなく、必ず複数の目でチェックし

ながら放送することで品質を確保している。 

  日本映画については、現在もラジオジャパンフォーカスの中のポップカ

ルチャーの枠で随時新作映画を特集しているが、往年の名作についての話

題をとりあげることも検討したい。 

 

○  去年、アメリカ・ワシントンで日本にゆかりのあるアメリカ人の会合に出席したと

ころ、およそ７割のアメリカ側参加者が日本語を学ぶ手段あるいは日本語力を維持す

る手段として「やさしい日本語」を挙げていたのが印象的であった。「やさしい日本語」

は番組ホームページもすばらしい。それがアメリカにおける人気につながっているの

ではないか。 

 ことし３月アメリカでRadio Free Asia、Radio Free Europe、Voice of Americaなど連

邦政府が実施している国際放送を管轄している大統領直属のＢＢＧ（放送管理委員会）

の元幹部二人がアメリカの国際放送の未来に関するレポート（Reassessing American 

International Broadcasting）を出した。そこには、どの国もテレビ放送に力を入れてい

るが、正確な情報を伝えるという意味でアメリカ発国際放送のラジオというのは引き

続き重要な役割を果たしていくと指摘されていた。テレビ一辺倒にならないという意

味で、現在のＮＨＫワールド・ラジオの試みは引き続き重要だと思う。 

 国際放送８０年記念番組は、カメルーンのリスナーのケースなどは確かに感動的で
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はあったが、一方で内輪で盛り上がっている印象も否めなかった。外国人視聴者に向

けては、記念番組の感動的なエピソードを１分から２分のドラマにまとめ、ＮＨＫワ

ールドＴＶの番組と番組の間に放送し、ＮＨＫワールド・ラジオ日本の成果を伝える

方が、より効果的だったと思う。一部の出演者はコメント内容の魅力が今一つだった

が、パトリック・ハーランさんはすばらしく、今後、ＮＨＫワールドの顔として起用

してもよいのではないか。 

 番組の最後にアラビア語担当のエジプト人女性放送専門家が、ニュースを伝える際

には、ＩＳ・イスラミックステートにどのように受け取られるかということにも目配

りしながら翻訳しなければならないと発言していたが、すばらしいコメントだと思う。

英語の原稿を各言語に翻訳して放送する際、放送がターゲットとする地域で間違った

イメージを与えないことは重要であり、これからも頑張ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 貴重なご意見にお礼申し上げたい。「やさしい日本語」は今年度４８課を

制作する予定であり、今日いただいたご意見を踏まえ、変えるべきところ、

修正すべきところはないか、検討していきたい。国際放送８０年記念番組

は初めての試みであった。今後も試行錯誤を重ねていきたい。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールド・ラジオ日本は、日本語と１７言語で各地域に向けて放

送しているだけに、国際放送８０年記念番組のなかでも紹介しきれない感

動的なエピソードがあったが、今回はあのような形でまとめることとした。

今後も、インターネットとラジオのみならずテレビにも挑戦し、多くのリ

スナー・視聴者に多様な文化、多様なあり方といったものを日本から世界

に発信していけるよう、引き続き精進していきたい。 
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平成２７年６月国際放送番組審議会 

 

平成２７年６月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６１５回）は１６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「Ｈｅｒ Ｓｔｏｒｙ」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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委 員 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 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 理事長） 

委 員 平林 国彦 （ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）東京事務所 代表） 

委 員 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） 

 

 

（主な発言） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  ５月２８日のＮＥＷＳＬＩＮＥで大阪市がヘイトスピーチを規制する条例の制定を目指

していることを伝えたという報告があったが、高く評価したい。 

 ５月に開かれたＩＰＵ（列国議会同盟）世界若手議員会議東京会合では多くの国に

おいてヘイトスピーチが社会問題になっているという報告があった。この問題は日韓

関係にも影を落としているという声が韓国の国会議員からもあがっていた。 

 ヘイトスピーチは日本特有の問題ではない。日本の取り組みをぜひ報道してほしい。 

 

○  中国、韓国、ドイツ、イギリス、フランスのテレビ国際放送ではアラビア語放送も

行っている。アラビア語は使用人口も多い。ＮＨＫワールドＴＶの番組にアラビア語

字幕を入れる実験についてぜひ検討してほしい。 

 今、中国において、ＮＨＫの国際放送に関するサイトにどのくらい自由にアクセス

できるのか。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶについては、中国国内における放送を申請している

が中国政府の許可は下りていない。中国国内から海外のサイトにアクセス
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しようとすると、当局によって途中で接続が中断されることがある。個人

がＶＰＮ（Virtual Private Network）などを使って接続していくケース

もあるようだ。 

 

○  総合テレビ６月１６日放送のあさイチ「３シェフＮＥＯ 新緑の初夏！魅惑のお茶

料理」のなかで、ＮＨＫワールド・ラジオ日本の各言語のアナウンサーによる緑茶に

ついてのコメントを紹介していた。ＮＨＫの国内向け番組の制作陣が国際放送局と協

力し合い見事な相乗効果を生み出していた。 

 

（ＮＨＫ側） 多言語メディア部には、さまざまな国や地域出身の外国人スタッフが大

勢いるので、総合テレビなどでも存在感をアピールしていきたい。 

 

○  戦後７０年に向けた日本の取り組みに世界の注目が集まっている。ＮＨＫワールド

ＴＶでは安倍談話に向けて国内の論調がどう動いていくのかを伝えてほしい。７月、

８月は戦争、戦後の歩みについて特集を準備しているのか。 

 今年度から始まった「ＧＬＯＢＡＬ ＡＧＥＮＤＡ」で、外国人のパネリストも入れて日

本の取り組みについて討論を行う予定はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 今、戦後７０年プロジェクトをつくり検討している。まず６月２３日の

沖縄慰霊の日、全戦没者追悼式を現地から生中継で伝える。広島、長崎の

原爆の日については、例年通り現地から平和祈念式典の中継を入れながら、

なぜ原爆投下に至ったのか、犠牲者の遺族や被爆者の戦後などについて、

特集番組を放送する。８月１５日の全国戦没者追悼式も背景等についての

企画を入れながら、生中継で伝えていく。 

  戦後７０年談話は、ことしの日本発のニュースで国際的に最も注目度が

高いものの一つと捉えており、４月の安倍総理のアメリカ議会における演

説についても、戦後７０年談話のモデルになる内容と考える視点から、専

門家によるスタジオ解説などを行ったところである。戦後７０年談話は、

日本の主張とともに専門家の解説も含め、いろいろな見方を合わせて大き

く取り上げる予定である。 

 

（ＮＨＫ側） 戦後７０年を節目として、「ＧＬＯＢＡＬ ＡＧＥＮＤＡ」においても、日米

関係と東アジアの中の日本について討論する番組を検討している。 

 

○  戦後７０年に関連した討論を行う際には、意見がどちらかに偏らないよう制作を進

めてほしい。いろいろな見方もあるし、いろいろな解釈もあるなかで、みんなで議論

し尽くすという姿勢がとても大事ではないか。政府の代弁者に誤解されないような白

熱した議論を検討してほしい。結論を出す必要はないと思う。 

 

○  戦後７０年に関連した討論を行う際には意見がどちらかに偏らないよう制作を進め

てほしいと私も考える。 



 

 3 

○  戦後７０年談話は国際的な注目が高く、各国の大使館も熱心に調査している。事前

に何らかの分析的な要素も入った討論があったら、海外の多くの人々に視聴されるの

ではないか。 

 

○  意見だけではなく事実をしっかり伝えていただきたい。アジア女性基金についての

取り組みが行われたことも知らずに、日本が何も戦争の反省をしていないということ

を主張する人たちもいるので、事実はきちんと伝えてほしい。 

 

 

＜視聴番組「Ｈｅｒ Ｓｔｏｒｙ」 

 （ＮＨＫワールドＴＶ  ４月２９日（水）１０：３０ほか）について＞ 

 

○  タイのファッションブランドを創設した女性社長を紹介していたが、農村部で 5000

人を雇用するなど、優れたリーダーシップを発揮しているこの女性を取り上げたこと

を高く評価したい。 

 

○  女性社長のブランドはこれから日本に進出する予定だとのことだが、まことに時宜

にかなった番組であり、興味深く見た。 

 第１回でありまだ試行錯誤の段階なのかもしれないが、番組のターゲットが、起業

を目指す女性なのか、ビジネスパーソンなのか、あるいは一般の視聴者なのか、明確

でない印象があった。女性社長が社員と気さくに会話している場面があったが必ずし

も際立った取り組みとはいえないのではないか。もう少し魅力的な切り口の情報がほ

しかった。従業員を全員タイ人にしているとのことだが、どのような障害を乗り越え

てそのような雇用を達成したのかその舞台裏が知りたかった。 

 これからいろいろな国のいろいろな女性を取り上げると思うが、その国における女

性ならではの難しい問題とは何でありどのように克服したのか、あるいは今どのよう

な課題があり今後どのように解決するのかにスポットを当ててほしい。そのような情

報があれば、女性のビジネスパーソンだけでなく、女性をさらに活用しようとする男

性にとっても気づきを与える番組になるのではないか。 

 

○  ねらいはよいしタイトルも秀逸だが、番組は長く感じられた。女性社長にもっと距

離をおいて描いてもよかったと思う。 

 欧米のニュース専門チャンネルで放送されている女性リーダーの紹介番組のように

１本のなかで２人の人物を取り上げてもよいのではないか。欧米の女性リーダー紹介

番組を見たが、１１分余りで２人のデザイナーの苦労や問題点をよく描いており、随

所にチャンネルのインタビューアーが切りこむインタビューを入れていて効果的であ

った。 

 今回の視聴番組では、人物紹介に加えタイの女性問題をドキュメンタリー風に伝え

る方法もあったのではないか。 

 

○  最後まで飽きずに見たが、力強さはいまひとつだと感じた。どうしてこのブランド



 

 4 

が人気を博しているのか、その秘密をもう少し分析してほしかった。 

 ただ、東南アジアの視聴者は、地元のサクセスストーリーを取り上げたこの番組を

歓迎したと思う。 

 

○  今後、主人公を通して社会問題やジェンダーの問題をあぶりだすことで、アジアに

おける女性の社会進出が持つ意義や問題点をさらに伝えてほしい。 

 視聴番組は、個人のストーリーが中心であることから長く感じた。女性問題の専門

家が見て引きこまれるような番組となることを期待したい。 

 

○  ＮＨＫワールド・オンラインによると、視聴番組のねらいは社会変革と経済的な成

功を成し遂げた女性を紹介するとなっている。非常に野心的な目標であり、質の高い

取材が求められると思う。 

 番組で取り上げたブランドはタイにおいて最も人気のあるものの一つであるが、そ

の背景には品ぞろえの豊富さがあるのではないか。まとめ買いも多いと聞く。このブ

ランドのマーケティング手法も含め描いてほしかった。 

 今後この番組が社会変革に貢献するには、３つの要素が必要だと思う。１つは視聴

者の発想を豊かにすること。もう１つは番組が斬新であること。さらに、番組が視聴

者を刺激する必要がある。 

 視聴番組は、インタビュースタイルがややバラエティー的であったので、今後に期

待したい。 

 また、番組でアジアの企業を取り上げる際は、児童労働や劣悪な労働環境と関わり

がないか引き続き事前チェックを行ってほしい。 

 この番組をきっかけに発想を豊かにしてもらうために、視聴者の体験談や将来の夢

を募集する方法もあると思う。 

 

○  内容は繰り返しが多いように感じた。１本で２人を紹介することで番組をさらに興

味深いものにすることができるのではないか。 

 取り上げている女性社長が社員と一緒に食事をしていることや、従業員を解雇しな

い方針を立てていることは、日本人にとっては当たり前に映っても、タイをはじめア

ジア各国では際立った取り組みであるのかもしれない。主人公の経済的な成功だけで

なく、教育分野での貢献なども取り上げることで視聴者の発想を豊かにする番組にな

ったのではないか。 

 

○  誰を鼓舞するためにこの番組を制作したのかが必ずしも伝わってこない印象があっ

た。カリスマ女性経営者ではなく、今、タイのビジネススクールに在籍している女性

たちの挑戦を伝えたほうが、アジアの女性視聴者にはメッセージ性があったかもしれ

ない。テーマをなぜ設定したのか。そのためのアプローチとしてこの女性が果たして

ベストの選択だったのかというのは、再検討の余地はあると思った。ただ、日本だけ

ではなく、タイの事例を取り上げたことは貴重な試みだった。 

 

（ＮＨＫ側） 貴重な意見をお寄せいただいたことにお礼申し上げたい。まだ、試行錯
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誤の段階ではあるが、第１回では、知名度のある人物を取り上げることで

番組の認知度をあげるねらいがあった。今後はビジネスリーダーだけでは

なくさまざまな分野で活躍している女性を取り上げていく予定である。委

員の皆さんの提言を参考にしながら、よりよい番組にしていきたいと考え

ている。 
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平成２７年５月国際放送番組審議会 

 

平成２７年５月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６１４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「ＧＬＯＢＡＬ ＡＧＥＮＤＡ」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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委 員 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 セーラ・マリ・カミングス 

  （㈱文化事業部 代表取締役） 

委 員 小林 栄三 （伊藤忠商事㈱ 取締役会長） 

委 員 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 理事長） 

委 員 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 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） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  ＮＨＫワールド・オンラインに掲載されている１７言語による日本語講座「やさし

い日本語」のホームページがリニューアルされたとの報告があったが、テキストがダ

ウンロードできるとともに、スキットの音声が聞けるなどユーザーにとって利便性の

高い内容となっており高く評価したい。 

 

○  「やさしい日本語」テキストの印刷物を無償で配布するとの報告があったが海外に

も送付しているのか。 

 

○  「やさしい日本語」というタイトルは、日本語の習得が難しくないという大切なメ

ッセージを伝えており、高く評価したい。日本語は敬語などの例外を除けば比較的簡

単な言語であり、日本語が難しいという通念は根拠に乏しい。ぜひこれからも「やさ

しい日本語」の優れた取り組みを続けてほしい。 

 

○  「やさしい日本語」のテキスト印刷物の部数が今後増えることを期待したい。 



 

 2 

 国際放送８０年を記念して、ＮＨＫワールドＴＶの５本の番組に日本語字幕をつけ

るなどして総合テレビで放送する特集編成「世界とつながるＮＨＫワールドＴＶ」は

今後も続けてほしい。スポットで放送時間を告知する工夫をすればゴールデンタイム

でなくてもよいと思う。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶで新番組を立ち上げた取り組みを高く評価する。企業経営でも、

ある企業に悪しき慣習がある時は、消費者のニーズに向かい合わず製造する側の論理

で発想するきらいがある。ぜひ視聴者の反響を調査し、次の番組に反映してもらいた

い。 

 

○  特集編成「世界とつながるＮＨＫワールドＴＶ」はすばらしいと思う。放送時間が

平日午後３時台ということだが、どのようにして決まったのか。総合テレビでＮＨＫ

ワールドＴＶについてのスポットを数多く流す方が、多くの視聴者の認知度を高める

のではないか。 

 総合テレビのニュースや情報番組の中で、ＮＨＫワールドＴＶの番組をもとにした

ＶＴＲなどを紹介し、「フロム ＮＨＫワールド」などのクレジットをつけることで、

視聴者の認知度を高めてはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） ＮＨＫワールドＴＶの新番組に対する視聴者の意向調査を進めている。

その結果は審議会の場で報告していきたい。 

  ＮＨＫワールドＴＶの番組を紹介する「Ｄｏｋｉ Ｄｏｋｉ！ ワールドＴＶ」

という定時番組が、「サンデースポーツ」のあと、日曜夜１０時４０分放

送という枠で新設された。この番組が一つの核になって徐々にスポットが

出せると考えている。スポットの枠は限られており、国内向け番組とのバ

ランスを考えていく必要がある。「ＮＨＫウイークリーステラ」が４ペー

ジの特集を組んでＮＨＫワールドＴＶを取り上げるが、広報局とも協力し

て、放送以外の手法も使いながら国内向けのＰＲを展開していきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 今回の特集編成は、国際放送局から提案し、総合テレビの編成を担当す

る編成局の決断によって実現した初めての試みである。今後も引き続き取

り組んでいきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 「やさしい日本語」のテキストは１言語につき 1,000部程度印刷してい

る。海外のリスナーに送るほか、イベント会場等で希望者に配布すること

もある。 

 

 

＜視聴番組「ＧＬＯＢＡＬ ＡＧＥＮＤＡ」 

   （ＮＨＫワールドＴＶ ４月２５日（土）９：１０、１０:１０ほか）について＞ 

 

○  日本の将来性に目を向けさせてくれる内容であり、すばらしい番組だった。人々の
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考え方が経済に影響を与える部分もある。その点でも前向きなメッセージを持ったこ

の番組を評価したい。前後編で１００分の番組尺ではあるが短く感じた。 

 日本の地方都市で収録を行い、地方の中小企業の経営者が聴衆として参加できるよ

うな取り組みも将来的に検討してもらいたい。 

 

○  司会がポイントを的確に押さえており非常によい内容だったが、今後は討論の参加

者にさらに多様性を持たせてほしい。そして、意見が対立する場面も入れてもらいた

い。 

 今回、日本経済の将来性を示す分野として、ソフト面ではコンビニエンスストアを

取り上げていたものの、高速鉄道や炭素繊維など依然としてハード面を中心としてい

る印象があった。これからも日本経済を取り上げるのであれば、日本のサービスやソ

フト面をさらに紹介してほしい。 

 

○  今回、これまで課題であった討論番組を制作したことを高く評価したい。ただ、「日

がまた昇るか」というタイトルはさらに思い切ってポジティブなものでもよかったの

ではないか。 

 これからの討論のなかで、「どうして世界に対してこれほど閉鎖的なのか」という日

本が今抱えている問題について、その対策はどのようにすればよいのか、積極的に掘

り下げていくことを期待したい。 

 また、これからの回では、さらに意見が対立するディベートを聞かせてほしい。と

んでもない意見が出てきて、他の参加者が大いに反論し司会が割って入って収めるの

を見せれば、非常に新しいタイプの日本の番組という印象を与えることができるので

はないか。 

 

○  中身は非常にハイレベルであり、興味が持てるテーマであり、すばらしいパネリス

トだった。極めていい番組だったと思うが、あえてコメントすれば、多くの視聴者に

とっては内容がハイレベルすぎるのではないか。 

 パネルディスカッションという形をとらず、出演者も２人程度に絞り、出演者が図

表を使いながら発言を行い、３０分程度の放送時間の中で伝えてもよかったのではな

いか。 

 

○  経済が専門でない自分でも非常に楽しんで視聴することが出来た。「日はまた昇るか」

というテーマが日本人にとって関心のあるものであることから集中力が途切れなかっ

た。 

 逆にいえば、日本に非常に興味がある人にとって楽しめる番組となっていた。今後、

そこまで日本に関心がない人を巻き込むために、イギリスやドイツの出身者には、そ

れぞれの自国の事例を紹介してもらうなどの工夫が必要だと思う。 

 今回はパネリスト全員が日本に親近感を持っており、主張も同じ趣旨になりがちで

あった。こうした人選は日本の将来を前向きなイメージで世界に発信するという意味

では意義があったと思うが、日本びいきが出すぎた部分もあったと感じた。別の意見

を持つパネリストを参加させることで、予定調和を排し、紛糾することも辞さないよ
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うな内容を目指すことでバランスも取れるのではないか。 

 また、今回は日本経済の構造改革を扱っていたが、パネリストの全員が専門家では

なかったことから、議論がかみ合わない場面が散見された。 

 なお、パネリストの一人が英語に「幼稚園」などの日本語をまじえる形で発言して

いたが、英語の説明が加えられないまま番組が進行している例があったことが気にな

った。 

 

○  大変おもしろかったので、２回視聴したが、目を閉じていると聞き応えがあるのに、

視覚的な魅力がいまひとつであった。 

 討論番組であっても、マルチ画面にするなどテレビ的な手法を更に取り入れて視覚

的にも斬新で楽しめるものにしてほしい。 

 キャスティングに関してはいろいろな世代がもっと入ってほしい。どうしても大所

高所から論じてしまう傾向にあったのではないか。 

 公開収録したパネルディスカッションを編集して放送するだけではなく、スタジオ

で司会が論評を加える、あるいは発言を検証するための現場取材を行いその内容を映

像化するなどの取り組みがあってもよいのではないか。 

 今後討論のテーマとして、海外で関心の高い福島第一原発の廃炉作業の進展なども

取り上げてもよいのではないか。 

 

○  非常にいい番組だと思った。討論はスリリングであったと感じた。そのことを評価

したうえで２、３の提言を行いたい。 

 第１に、内容についてだが、第１回はバブル経済とその崩壊といった過去にかなり

の力点が置かれていた印象があった。入門編ということでやむをえなかったのかもし

れないが、今後は日本経済の将来に焦点を当てていってほしい。 

 第２に、番組のスタイルについてだが、現在のパネルディスカッションをぜひ継続

してほしい。講義調では魅力に乏しい。出演者については、今後、日本を代表するエ

コノミストの起用を検討してほしい。第１回にエコノミストが参加していれば、“失わ

れた２０年”と言うものの実際には日本の経済成長率が他の先進国と比較して遜色が

ない時期があったことなどをデータとともに指摘できたと思う。データや事例をもと

に反論する出演者がいれば、さらに緊張感のある討論番組となるのではないか。 

 第３に、パネルディスカッション会場のセットについては、ダボス会議、ＣＳＩＳ

（戦略国際問題研究所）で開催されたシンポジウムなどと同じブルーにロゴをたくさ

ん入れる形でありもう少しオリジナリティーがあってほしいと感じた。 

 

○  一部の出演者の発言はあまりに穏やかであり、他の出演者と対等に議論している印

象がやや薄かった。今後さまざまな世代や女性の出演者を加えてもよいと思う。 

 聴衆に日本に関心を持つ層だけではなく、経済全般に関心を持つ層を加え、番組後

半の質疑応答の場面でもっと率直な質問が出る状況をつくってもよいのではないか。 

 インターネットを使い、視聴者から率直な質問を募集するなどの工夫をしてもよい

のではないか。ＢＢＣのラジオ国際放送・ＢＢＣワールドサービスとテレビ国際放送・

ＢＢＣワールドが共同で 2005年より「World Have Your Say」という討論番組を制作・
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放送しているが、ソーシャルメディアで全世界から質問を募り、それが辛辣（しんら

つ）なものであっても、番組冒頭から出演者に司会者がそうした質問をぶつけること

で緊張感あふれる番組となっている。 

 今回の視聴番組は、ＢＢＣの番組と比べると落ち着いた印象のある普通のフォーマ

ットだと思う。一般論だが日本で開催されるパネルディスカッションでは、次第に議

論がかみ合ってきたところで終わる場合や、いろいろな議論を聞いたものの、結局、

ポイントがよく分からない場合が往々にしてある。今回の番組でも、核となる問題が

決められており、明確な問いかけがあればなおよかったと思う。そのことで、出演者

がある意見に対して賛成なのか反対なのか、よりはっきり分かったのではないか。あ

るいはある問題に対する処方箋について出演者全員から具体的な提案を最後に発言し

てもらい、記憶に残るような特色のある番組にしていくやり方もあると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 長時間視聴していただき貴重なご意見をお寄せいただいたことにお礼申

し上げる。 

  視聴番組は、年間１０本を予定している「ＧＬＯＢＡＬ ＡＧＥＮＤＡ」の

第１回であり、世界の一流のオピニオンリーダーに聞きごたえのある議論

をしてもらい、その議論を丸ごとお伝えることを目指した。 

  パネルディスカッションにするのか講演をまじえるのかといったフォ

ーマットや番組尺については試行を重ねているところである。第１回はＮ

ＨＫ主導で開催しており、日本経済を取り上げたＮＨＫスペシャルなどの

映像をもとにつくったＶＴＲを紹介した後は、自由に討論する形をとった。

第２回はコロンビア大学と共催で、伊藤隆敏コロンビア大学・政策研究大

学院大学教授やノーベル経済学賞を受賞したジョセフ・スティグリッツ 

コロンビア大学教授ら５人を迎えて行った討論を収録したが、大学側の希

望もありパネリストによる基調講演を加えた。 

  この先については、アジア各国や日本での収録も視野に入れ収録場所に

合わせたテーマを検討している。また聴衆を交えずに出演者間の意見交換

に重きを置く回があってもよいと考えている。 

     なお、より多くの視聴者に番組の内容に触れてもらうために、番組にお

ける出演者の発言を番組ホームページに掲載していくことも検討してい

る。 

   今日頂戴した意見を参考にしながら、番組を成長させていきたいと考え

ている。 

 

（ＮＨＫ側） 「ＧＬＯＢＡＬ ＡＧＥＮＤＡ」も６月より始まるＮＨＫワールドＴＶ番組の

ビデオオンデマンド配信に加え、視聴機会を増やす取り組みを行っていく。 

  テーマについては、日本の課題だけではなく、世界各国に共通する問題

やアジアの展望についてなども、検討対象としていきたい。 
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平成２７年４月国際放送番組審議会 

 

平成２７年４月のＮＨＫ国際放送番組審議会（第６１３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」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 渡辺  靖 （慶應義塾大学 環境情報学部 教授） 

副委員長 内海 善雄 （前国際電気通信連合（ＩＴＵ）事務総局長） 

委 員 岩瀬 大輔 （ライフネット生命保険㈱ 代表取締役社長） 

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 瀬谷 ルミ子 （特定非営利活動法人 日本紛争予防センター 理事長） 

委 員 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 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） 

 

＜最近のＮＨＫの動きについておよび最近の国際放送の動きについて＞ 

 

○  最近発売されたばかりのスマートウォッチにＮＨＫワールドＴＶ用のアプリを公開

したという報告があったが、ネットベンチャー企業を上回るスピード感で達成された

取り組みであり高く評価したい。今後も同様のスピード感で新しいテクノロジー、新

しいサービスに対応してほしい。 

 ＮＨＫワールドＴＶの１０番組程度をビデオ・オン・デマンドで公開する取り組み

もすばらしいと思う。いろいろな制約はあると思うが、できるだけビデオ・オン・デ

マンドで視聴できる番組の幅を広げ、多くの人が、ワールドＴＶの情報性に富んだ番

組を見られる仕組みを整えてほしい。 

 

○  アップルウォッチのアプリ公開とビデオ・オン・デマンドによるワールドＴＶの番

組公開は、すぐれた取り組みだと思う。 

 ワールドＴＶの新しい討論番組について、ＮＨＫ衛星ＢＳ１の「国際報道２０１５」

で収録風景を紹介していたが、日本国内で国際報道に関心のある層に向けた優れた取

り組みだったと思う。できればＮＨＫワールドＴＶで、討論番組をどのように視聴で

きるのかについての情報も紹介してほしかった。 

 

○  アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアにおいて、ＮＨＫワールドＴＶの広告
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を５月から２か月間展開するという報告があったが、タイムズスクエアは大変注目度

の高い場所であり、インパクトのある取り組みである。世界の主要ニュースチャンネ

ルのひとつに加わっていくということである。 

 ＮＨＫワールドＴＶの「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」はアメリカのニュース番組と

比べると迫力が今ひとつだった。アメリカの視聴者からチャンネルを替えられないよ

う、最初の１か月は選びに選んだ番組を編成すべきだと思う。その際には、ＮＨＫの

取材力の強みを生かすことのできる東アジア、とりわけ中国を報道した番組をぜひ入

れてほしい。 

 国際放送局がＮＨＫワールドＴＶの独自番組を懸命に制作している取り組みは高く

評価したいが、「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」のイエメン報道は、メディアの国際競争

を勝ち抜くには今ひとつだった。 

 タイムズスクエアに広告を出すことは「国際放送元年」であるというくらいの気持

ちをもって番組を制作してほしい。 

 

○  ビデオ・オン・デマンドで６月から配信する予定の１０番組のなかには、日本を紹

介するものが多いと感じたが、どのような方針で選んだのか。「Ａｓｉａ Ｉｎｓｉｇｈｔ」や「Ｎ

ＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」など日本の視点でアジアや世界を見つめた番組を入れるこ

とで、ラインナップが与える印象も変わってくると思う。 

 

○  北米プロモーションの一環として、ＢＢＣやＣＮＮと討論番組を共同制作すること

は検討しているか。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶの５月の重点項目の中で、金沢に関連した番組については、国

内向けの番組を英語化したものも活用するという説明があったが、適切な対応だ。Ｎ

ＨＫは国内向けに多くの番組を制作しており、英語化で十分対応できるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 今年度のＮＨＫワールドＴＶでは定時番組５８本を編成しており、その

なかからビデオ・オン・デマンドで配信していく番組の数は徐々に拡大し

ていきたいと考えている。権利処理が比較的簡単に済むもので、しかも日

本の魅力がストレートに伝わるようなものをスタート時点では並べてい

る。徐々にドキュメンタリー系の深い内容を持つものにも広げていこうと

考えている。 

 

（ＮＨＫ側） 定時番組５８本のなかには、「Asia Insight」のほかにも、アジアおよび日

本で活躍する女性を取り上げた「Her Story」がある。ビデオ・オン・デマ

ンド配信については、この先ジャンルも本数も広げていき、定時番組だけ

ではなく、特集番組等も紹介していく。 

 

（ＮＨＫ側） 新しい討論番組「ＧＬＯＢＡＬ ＡＧＥＮＤＡ」については、現地のさまざま

なシンクタンクなどと共同で、番組用に公開討論会を開催しアメリカの一

流の論客に出演してもらう取り組みを始めている。討論番組を国際ニュー
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スチャンネルと共同制作するというアイデアについては、相手方との交渉

も必要な案件であり、今後の課題として考えていきたい。 

 

 

＜視聴番組「ＮＥＷＳＲＯＯＭ ＴＯＫＹＯ」 

 （ＮＨＫワールドＴＶ ２０１５年４月６日（月）２０:００ほか）について＞ 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶのキャスターやリポーターの英語にはある程度アクセントがあ

ってもよいと考えているが、今回、一部の出演者については英語が滑らかでないとこ

ろが何か所かあり、情報が伝わりにくいのではないかと感じた。女性キャスターの語

りは分かりやすかった。カンボジア中継の「アジアハイウェーが連結」の後半にも少

し分かりにくいところがあった。 

 細かい点では、後半の「北朝鮮 拉致経験者語る」の項目から「粘らない納豆を世

界に」の項目への切り替えは、唐突であると感じた。音楽を入れるだけではなく背景

にヘッドラインや写真を入れたほうがよかったのではないか。また女性キャスターが

納豆を食べた後に感想を述べるという演出はキャスターへの負担が大きいという印象

をもった。また、この項目の冒頭で、納豆が健康食であるという基本情報を伝えたほ

うがよかった。 

 また、４月６日放送回のニュースの選び方は、中東情勢やカンボジアの話題もあっ

たものの、かなり日本に特化していた印象があった。 

 

○  ＮＨＫワールドＴＶがアジアを代表する国際ニュースチャンネルを目指すのであれ

ば、重点はアジアにおいたほうがよい。必ずしもイエメンの動きを伝える必要はない

のではないか。 

 女性キャスターと経済コーナー担当者の英語は発音の面で完璧だったと思うが、一

部の出演者についてはそうではないと感じた。まだスタートしたばかりであり改善の

余地はあると思うが、このことは多くの委員が指摘していることであり、そのことを

念頭において今後の制作を進めてほしい。 

 カンボジア中継においては、外国人リポーターはすばらしい英語で、ＶＴＲリポー

トではジャパニーズイングリッシュになるというのは不思議な印象であった。思い切

って外国人や帰国子女を起用したほうが、アジア全体をＮＨＫワールドＴＶが発信し

ているというイメージにつながるのではないか。リポートについては取材した記者の

氏名を表示したうえで英語化すればよいと個人的には思う。スタジオ解説者はかなり

スムーズな語り口であった。できるだけ解説者が発言する形でアジアの問題について

日本の見方をいろいろな角度から伝えるとよいのではないか。 

 

○  極めて意欲的な番組であった。字幕を多く使って分かりやすく説明するなど制作陣

の大変な努力を賞賛したい。 

 そのうえでターゲットを意識した番組となるよう提言を行いたい。この番組を見て

くれるのは、欧米の国際ニュースチャンネルでは飽き足らず、アジアや日本のニュー

スや解説を聞きたい人たちだと思う。そういった人たちはおそらく忙しく、果たして
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４５分間番組を見てくれるのか疑問が残る。 

 そういったターゲットのためにどういう視点で番組を作ればいいのか。チェックポ

イントは５つだと思う。 

 まず第１に、欧米の国際ニュースチャンネルで扱っていないニュースや解説を取り

上げること。第２に、日本のニュースチャンネル・ＮＨＫワールドＴＶならではの視

点で物事を捉えること。３つ目は、日本の国際放送としてふさわしい内容かどうか。

４つ目は、外国人視聴者が理解できるような解説の仕方や説明の仕方をしているか。

たとえば拉致問題のように背景を解説しないと理解できないテーマで、説明が十分に

できているか。５つ目は、日本の立場を鮮明に伝えているかどうか、である。 

 この５つのチェックポイントで合格する番組を作ろうとすると、たくさんのニュー

スを解説することは無理だと思う。 

 ２つか、３つの項目を５つのチェックポイントに即した形で十分に解説しあとはそ

の日の出来事を簡潔に伝えれば十分だ。視聴番組においては、項目が多すぎて消化不

良になっている印象があった。 

 また、男性キャスターは記者出身であることを生かし解説を担当すればよいと思う

が、現在はそういった役割分担ができていない。 

 一部の出演者の英語について注目が集まっているが、この数年でＮＨＫワールドＴ

Ｖのレベルが上がったからこそ、こういった議論が出てくるのだと思う。 

 一流になってきたのだという自信を持って、一流同士で戦うという気持ちになって

もらいたい。 

 

○  いま、委員が提唱した５つのチェックポイントはこの審議会で繰り返し指摘されて

きたことを見事にまとめていると思う。番組制作サイドが常にそれを参考にしていく

ことを期待したい。 

 この審議会で、１０になるか２０になるかわからないがチェックポイントをまとめ

ていくのもよいのではないか。 

 

○  カンボジア中継を担当したタイ人のリポーター、パチャリ・ラクサウォンさんの英

語は見事であり、ＮＨＫワールドＴＶのキャスターとして起用して日本の多様性を示

してはどうか。ウェザーの森さやかさん、経済コーナーの福島優子さんも日本でもこ

れほどのキャスターが育ってきているのかと感心した。女性キャスターも合格点であ

った。一部のメインの出演者については、直前まで読みを練習していた努力が痛々し

いくらい伝わってくるが、いくつかの単語のアクセントが違っており、もう少しの練

度が必要だ。 

 ジーン・オオタニさんを起用したらどうか。彼はすばらしい。日本の国際放送だか

らといって出演者が全員日本人である必要はない。 

 記者には欧米の国際ニュースチャンネルに伍（ご）していく記事を出稿すること期

待したい。そういった人材を育成してほしい。 

 カメラワークや構成、ニュースの選び方は非常にすぐれていた。 

 細かいことだが、経済コーナーで日本の経済指標についてはもっと説明を加えても

よかった。 
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 ビジネスマンや国家公務員の英語については、発音は二の次、スピードも二の次、

自分の思想を妥協することなく高度な内容を高度な語彙（い）で語れというのが自分

の持論だ。しかし、放送人の英語は相手の耳にスピードと流れで入っていく必要があ

る。がんばってほしい。 

 アジア各国の国際発信の競争が高まるなか、日本というのは一体どういう国か。日

本からはどういう情報が来るのか、日本の今の構造はどうなっているのかという、受

け手側の需要が大きくなっている。われわれは番組の質をより厳しく見なければなら

ない。 

 

○  自分も拉致問題の項目から粘らない納豆への項目に移るくだりが唐突だという印象

を持った。 

 全体のオーダーやニュースの選び方は、全体的なバランスがすばらしかった。一方

で、輪郭が明快でない印象があった。もっと経済・金融情報を中心にしたほうが、ビ

ジネス層というターゲットが他の国際ニュースチャンネルと比較しながらＮＨＫワー

ルドが何を伝えるのか注目するようになるのではないか。 

 カンボジア中継では日本企業を紹介していたが、引き続き日本企業を積極的に取り

上げてほしい。 

 沖縄の基地移設の問題を扱っていたが、世界における米軍基地の展開を、韓国やか

つてのフィリピン、グアムの事例を紹介した上で、分析することに今後挑戦してほし

い。 

 日本国内のニュースを器用に伝えている印象がある一方で、個人的には、今回の視

聴番組のように総花的に伝えるのであれば、もっとポップカルチャーや、エンターテ

インメント、文化の話題を増やしてはどうかと感じた。世界にある日本、日本にある

世界というところが発信の源であるように感じたので、そこがさらに推し進められた

ら素敵だと思う。 

 キャスターの確保については、ＮＨＫのなかでの育成のシステムの整備と海外の国

際ニュースチャンネルからのヘッドハンティングの両方を進める必要があるのではな

いか。 

 「納豆」を英語のアクセントで発音していたが違和感があった。固有名詞、商品名、

サービス等に関しては日本語の発音、アクセントで伝えるべきだと思う。 

 

○  ４５分の中で多方面の話題を数多く取り上げたことを高く評価したい。学ぶことが

多い４５分になっていた。とはいえ、カンボジア中継が長く感じたし、４５分の時間

配分については、難しいと思うがテンポよくさまざまな話題を見せていくよう今後も

工夫を重ねてほしい。 

 自分は英語ネイティブの耳に近いと思うが、一部の出演者の英語は聞き苦しく、視

聴を続けることが難しく感じた。競争相手となるアジア発の国際ニュースチャンネル

は英語のうまい出演者を出してくると考えられる。ＮＨＫ側の事情はいろいろあるだ

ろうが、海外の視聴者には関係のないことではないか。 

 カンボジア中継の記者の英語については、現地で懸命に取材した本人に読ませたい

という気持ちがあるのかもしれないが、聞く側の立場になる必要があると思った。 
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 この審議会は毎回の視聴番組の意見交換を通して国際放送のあるべき姿にたどり着

こうとしている。そもそも誰を視聴者層として考えて、ほかのチャンネルと差別化し

てどのような立ち位置に立つのか、引き続き検討することが大切だ。 

 この２年間で目に見えてよくなっていると思うが、日本びいきの人向けのチャンネ

ルなのか、そうではなく日本とアジアに興味を持っていろいろなチャンネルをザッピ

ングしている層向けのチャンネルなのか、視聴者層の設定を明確にし、ほかのチャン

ネルとの差別化を意識することが大切だと思う。 

 はじめて見たときＮＨＫワールドＴＶの現状に違和感を覚えた。国内のＮＨＫと違

い、ＮＨＫワールドＴＶは国際放送の舞台で挑戦者の立場であり、ニッチな市場で、

強力な競争相手が多くいる中で市場参入をしようとしている。国内の感覚とまったく

違う感覚が求められる。ニュースのトピックスとしては、日本とアジアにからめたＮ

ＨＫにしかできないものをやるべきだ。 

 ＮＨＫワールドＴＶ番組を制作するにあたっての５つのチェックポイントの提案が

あったが、ぜひ活用してほしい。チャンネルの方向性について共通認識が生まれつつ

あると思うが、それがよりクリアになるとＮＨＫワールドＴＶならではの番組作りが

できていくのではないか。 

 受信料と一部国からの交付金をもとに運営されている国際放送においては、客観的

に伝えることと日本の立場を鮮明に伝えることについて高度なバランスを求められる

と思う。非常に難しい問題でありこの２年間審議会においては必ずしも整理されてこ

なかった印象があるので、これからも整理していく必要があるのではないか。 

 委員に就任して、国際放送のコンテンツに初めて触れ、質の高さに驚いた。知られ

ていないのが残念であり、ぜひ世界中の人々、そして日本国内の人々の間での認知度

を高めてほしい。 

 国際放送番組審議会の議論の質は、自分が参加した審議会のなかで屈指の高さであ

り、これからも委員の提言に耳を傾けてもらいたい。 

 各回の審議会で指摘が出た課題について改善されたのか、例えば１年後に再評価を

することも必要ではないか。 

 

○  これまでのＮＨＫワールドＴＶのニュース番組は静的で非常に生真面目な感じであ

ったが、今回の視聴番組では二人のキャスターの掛け合いなどによって全体的に視聴

者と対話をしているような語り口で伝えており、雰囲気が明るくなった印象を受けた。

ただ、女性と男性のキャスターの役割分担は、少し紛らわしいところがあった。 

 一部の出演者の英語はアメリカ風のアクセントになる時とイギリス風のアクセント

となるときとそれ以外のアクセントもあって聞いていてハラハラすることがあった。

カンボジア中継に出演していたパチャリ・ラクサワンさんの英語はすばらしかった。

同じ中継の記者は、特派員であり、しかも数十秒であれば許容範囲ではないか。 

 番組の後半で沖縄基地問題、東京電力福島第一原発続報、広島の被爆者の証言活動、

拉致被害者の会合という、重いテーマが４つ続けて伝えられていた。広島の問題や拉

致被害者の問題は継続的な課題でもあり、あえてそんなに急がず、ほかの機会にまわ

してもよかったと思う。広島の被爆者についてのリポートは総合テレビのニュース番

組でじっくり伝えていたときの方が感動的だったと思う。 
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 福島第一原発事故の避難住民の話題については、頻繁に取り上げることで問題が深

刻だというイメージが海外で先行してしまわないよう、月１回あるいは半年に１回少

し掘り下げて扱えばよいのではないか。 

 中国で社会問題となっている交通事故を取り上げていたのは、アジア発の国際ニュ

ースチャンネルらしい報道を目指したのかもしれないが、国際政治に影響を与える話

ではなく唐突な印象があった。タイの徴兵についても同じことが言える。２つ並べて

短く伝えるよりはアジアにフォーカスした番組の中で触れたほうが、より位置づけが

よくわかったのではないか。 

 ＮＨＫワールドＴＶにおいても、ＮＨＫの衛星ＢＳ１と同じように、アジア各国の

放送局が制作したニュースのダイジェストを放送してもよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 委員の皆さんから、日ごろより考えていることについてのご意見を頂い

たことに感謝したい。 

  ターゲット層に向けた番組を作るための５つのチェックポイントにつ

いては、まさに制作陣が毎日目指しているものである。これからも他の国

際ニュースチャンネルが扱わないニュース、解説、日本的な視点、日本か

ら発信したい情報を考えてニュースを選んでいきたい。一つ一つのニュー

スも丁寧に背景が理解できるよう毎日の特集などで伝えていく。４５分で

４つか５つのテーマだけを伝えるのか、その日にアジアと日本で何があっ

たのかある程度の数を伝えるのかについては、バランスのとり方が難しい

問題だと考えている。 

  男性と女性のキャスターの役割分担については、明確にするよう現在努

力を続けているところである。 

 

（ＮＨＫ側） この番組は２人のキャスターが伝える新しい形のものである。ニュース

についてはさらにもう１人読み手を立てるという試みも行っている。ご指

摘の点については引き続き改善に取り組んでいく。トレーニングもわれわ

れのところにいる専門家の指導のもとで日々行っている。 

 

（ＮＨＫ側） 国際番組基準においては「政治・経済・社会・文化・芸能・科学・観光

など、広くわが国や世界の実情を紹介して、わが国や世界について正しい

認識をつちかうことを旨とする」と定められおり、日本の企業名について

は、時々の判断によっては、積極的に伝えるようにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 放送法８３条において、「協会は、他人の営業に関する広告の放送をして

はならない」と定められており、特定の利害得失に関与するような伝え方

は行わないことになっている。とはいえ国内放送においても、社会的に注

目度の高い事柄で、企業名や商品名を伝える必要があるときはそのときの

判断で行っている。国際放送においては、日本企業の情報を伝えることは

日本についての情報発信になるということを意識して判断するようにし

ている。 
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