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平成２９年３月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１３日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、これでわかった！世界のいま「偽ニュースが拡散中！なぜ世界はだ

まされる」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

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

大島 まり（東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授） 

         鎌田  實（諏訪中央病院名誉院長） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         立野 純二（朝日新聞社論説主幹代理） 

         出口 治明（ライフネット生命保険(株)代表取締役会長） 

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

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

増田 雅己（読売新聞東京本社常務取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 

（主な発言） 

 

＜これでわかった！世界のいま「偽ニュースが拡散中！なぜ世界はだまされる」 

（総合 ２月２６日(日)放送）について＞ 

 

○  毎回、欠かさずに見ている。けれんみたっぷりにいろいろな演出に取り組んでい

るところがおもしろく、井上裕貴アナウンサーをはじめ、先生役の解説者も含め、

とても楽しそうに取り組んでいるのがよい。ニュースに携わっている方々は禁欲的

というか、距離を感じるようなこともあるが、この番組はニュースをおもしろく掘

り下げ、思い切ったスタンスで発言し、ゲストが突っ込んでいるのが最大の魅力だ

と思う。昨年のアメリカ、今後のヨーロッパで起きうることを考えると、ニュース
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に対する興味関心、リテラシーが低下すると、国を揺るがしかねないことにもなる

だろう。ＮＨＫにとって、若い視聴者にどうアピールするかは最大の課題だと思う

が、こうした番組を通じてニュースに興味を持ってもらう、楽しく見てもらうこと

自体が、ＮＨＫでなければできないようなスタンスだと思う。若い視聴者、ニュー

スから遠ざかっている視聴者などに対して何ができるかという観点で、今後もこの

番組に期待する。もっと磨き上げてもらいたい。 

 

○  話題の国際ニュースを、テーマに沿って基本的なポイントを押さえながら、また

出演者のテンポのよいやりとりを通じ、かみ砕いて分かりやすく伝えようという意

図が伝わってくる。この放送時間帯で家族全員でというのは難しいかもしれないが、

かなり幅広い年代の視聴者に見てもらえる、ＮＨＫらしいよい番組ではないか。今

回はフェイクニュースという重いテーマを興味深く編集していた。フェイクニュー

スを発信する側の意図、その影響力の大きさと危険性、サイト運営者が進めつつあ

る対策、国家が規制強化した場合の表現の自由との兼ね合い、個人が情報の虚実を

判断する力をどう養うのかなど、ポイントを幅広くかつ分かりやすく伝えていたと

思う。トランプ大統領のケースを見ても、既存メディアがフェイクニュースにどう

向き合うのかは強く問われている状況だ。ＮＨＫとしてフェイクニュースにどう向

き合うのか、その姿勢について番組の最後にでも触れてほしいと思った。フェイク

ニュースはソーシャルメディアだけではなく、もっと幅広いメディア全体の問題と

して番組は捉えていたので、そういう意味でもＮＨＫのスタンスにひと言でも言及

すべきではなかっただろうか。 

  “つぼ”を使った演出については必然性がよく分からず、あまり効果的ではな

かったように思う。できるだけ分かりやすくするための工夫は引き続きお願いした

いが、過剰になることなく、よいバランスを保ち、真面目でおもしろい番組として

続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  フェイクニュースに対して当事者として向き合っていると

いう姿勢を表現すべきではないかという議論はしたが、結果

的にうまく伝えることができなかった面があった。“つぼ”の

演出について意見を頂いたが、演出については分かりやすく

楽しく見てもらえるよう、失敗を恐れずいろいろなことにト

ライしている。この番組は生放送ということもあり、楽しみ

ながら、ミスがあっても隠そうとせず、正直に伝えるべきこ

とを伝えようという姿勢でやっている。また、よい意味での

素人目線のようなことを大切にしている。先生役として出演
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するＮＨＫの職員は専門家だが、企画段階でさまざまな質問

をぶつけ、その中で「その話は初めて聞いた」「その話はおも

しろい」ということを見つけることが起点となっている。そ

のテーマについて全く詳しくない人に意見を聞いて、「この

説明では分からない」というようなことをヒアリングする作

業は、放送前のギリギリまで繰り返している。 

 

○  国民を操り、国の進路も変えてしまいかねないフェイクニュースを、トランプ大

統領の話題もうまく使い、とても分かりやすく説明していたと思う。日本での「原

発事故は収束している」「状況はコントロールされている」というのも一種のフェ

イクニュースではないかと思った。「塩水を１リットル飲めばやせる」というフェ

イクニュースの例があったが、そのようなフェイクニュースは本当にたくさんある。

何を信じればよいのか、どうすれば確かな情報を得られるのか、個人の努力だけで

は難しい部分が多くあることも番組で示していた。だからこそ、報道機関の役割の

重要性を改めて感じた。いま話題の“ポスト・トゥルース”ということばから問題

を考えると、報道機関に期待されているのは真実の情報提供と言論であると思う。

真実の情報提供には、その根拠となる証拠の確認・検証が求められるが、個人には

難しいことであり、それを担うのが報道機関の使命であると思う。ＮＨＫがこのこ

との重要性を強く認識し、言論の機能を発揮することで、よりよい番組を作っても

らいたいとつくづく思った。ＮＨＫはこの問題に対してどう考えるのかが、ひと言

でもあればなおよかった。 

 

○  世界がどうなっているのかは、情報が多すぎるためにより分かりにくくなってい

る。自分のことで精いっぱいな人たちが増え、特に若い世代を中心に、広い視野で

物事を見ようとしなくなってきているとすれば、日本は大変な危機になると思う。

おかしなニュースで私たちの国の世論を二分するようなことが起きてしまったと

き、あらゆる年代の人たちがきちんと考え判断する国であり続けるために、ＮＨＫ

には大事な使命があるのではないか。そういう意味で「これでわかった！世界のい

ま」は、難しいことを分かりやすく伝えることの重要さを含んでおり、価値がある

と思う。番組で語りきれなかったことは、「ＮＨＫスペシャル」などで展開するこ

となどもできると思う。その時は厳しい視点で、多少難しくなっても視聴率を気に

せず正しいことを伝えてほしいが、最初の入り口として「これでわかった！世界の

いま」のように分かりやすい番組を作っておくことは、今後も大事ではないだろう

か。 

 

○  毎週見ているわけではないが、バラエティー感覚で楽しみながらニュースを解説
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するという番組の趣旨はよく貫徹されているのではないか。特に若い人が見るには

よい番組だと感じる。ただ、分かりやすくということと、正確性との兼ね合いはい

つも大きな課題となるだろう。今回の放送では気になる点はなかったが、そこは常

に課題になると思うので、それこそフェイクニュースを生み出すことのないよう注

意してほしい。既存のメディアとしてこの問題にどう対応するのかは重要な問題な

ので、ＮＨＫとしてどう対応しているのかについての言及があってもよかったと思

う。ＳＮＳでフェイクニュースがなぜこんなにも広がっているかというと、アメリ

カなどでは若い人の多くが新聞、テレビではなく、ＳＮＳでしかニュースを見ない

という状況になっていることも一因だ。日本でそうなることを防ぐためにはどうし

たらよいのかという視点があってもよいかと思う。直接的に「ＮＨＫを見よう」「新

聞を読もう」までは言わなくとも、そういう視点があってもよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  分かりやすさと正確さのせめぎ合いのようなところは、こ

の番組で最も気を遣わなければいけない部分だという自覚は

持っている。とは言え、あまり縮こまってもいけないので、

放送前の打ち合わせでは自由に意見を出し合って、その後に

さまざまな視点から相互に検証している。最終的に専門分野

のデスク、また別のデスクにも意見を聞き、ふさわしい答え

を見つけ出す作業を毎回行っている。 

 

○  日ごろからおもしろい番組だと思っているが、つい分からないままになってしま

いがちなニュースの導入部分を教えるという意味で、とても意義がある番組だと感

じた。また分かったつもりになっていることに改めて気づかされることがあるのも

とてもよい点だと思った。ＮＨＫの国際部のデスク、解説委員が先生役として教え

てくれるところに意味があり、また一つのニュースにこれだけの時間を使えるとい

のは、ぜいたくな番組なのだろう。一方で、ぜいたくな小道具などの活用も含め、

説明に多少の過剰感があるかもしれない。日曜の夕方に見る分にはこのぐらいのス

ピード感がよいのかもしれないが、視聴者の反応なども見て、適切なスピード感に

する工夫をするとよいかと思った。 

  「サキどり」と多少似ているような気がしたが、番組のすみ分けはどのようにし

ているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「サキどり」は主に経済をテーマにした話題を取り上げて

いる。取材対象は国内が中心だ。たまたま「サキどり」で国
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際的な事柄を扱うことはあるかもしれないが、あまり重なる

ことはないのではないかと思う。 

 

○  日曜の夕方に、きちんとしたテーマを気楽に見られるという面で、この番組を

きっかけに議論が生まれるようなことになればよいと思う。“つぼ”の演出くらい

はユーモアがあってよいのではないかと思った。全体としてはよい番組だったと思

う。３点ほど申し上げると、まず、フェイクニュースは昔からある。丁寧に説明を

していたので誤解はないと思うが、粗っぽく見るとフェイクニュースはＳＮＳとか

なり密接な関係があるのではないかという錯覚を一部の人が持ったかもしれない。

ＳＮＳが増幅させている点はあるが、間違ったニュースを流すことで政治、経済を

変えようとすることは昔からあったので、その点は気になった。次に、日本はマス

メディアの信頼度が７割程度だが、アメリカは２割程度だという。そうした両国の

社会性の違いもある気がした。そして、ＳＮＳを単に怖いものとするのではなく、

フェイクニュースがあふれているＳＮＳの中で、フェイクニュースかどうかをいか

に判断するのか、どのように対応したらよいのかという視点も大事だと思う。個人

にとってはすごく難しいことだが、相互に検証可能なデータ、ファクトを使い、議

論することが普通の考え方かと思う。伝統的な視点だが、相互の検証性がすごく大

事だと思う。そういう考えも紹介してもらえるとよかった。 

 

○  子どもと一緒に見た。授業形式の楽しい形で、比較的シリアスなフェイクニュー

スというテーマを取り上げていた。フェイクニュースとは何なのか、どういう影響

を社会的に与えるかということを子どもなりに考えていた。“つぼ”に絡んだ“お

やじギャグ”もあり、子どもはそこで楽しく笑っていたので、ある意味では効果的

だったのではないかと思う。ニュースとは何かという根本的な問題と、ニュースに

はうそもあるということは、実感として分からなかったようだが、そういうことも

含め、親子で話し合い、考えた。スマートフォンなどを介してＳＮＳなどのいろい

ろな形で情報が子どもたちに入ってくるときにどう対応していくべきかというこ

とも考えさせられる番組だった。 

  ２時限目に取り扱ったピョンチャンオリンピックに向けた韓国のニュースも大

事な問題だったと思うが、盛り込みすぎの印象を受けた。フェイクニュースの項目

の印象が少し薄れてしまった感じがした。３２分の番組なので一つの話題をいろい

ろな視点で取り上げることもできるのではないかと思う。最後のトラ園をドローン

で撮った映像も迫力があってよかったが、盛りだくさんに感じた。一つの話題を掘

り下げる形でも興味を持って見てもらえるのではないか。 
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（ＮＨＫ側） 

  毎回の演出方法は、中身の筋をひととおり決めてから考え

ている。演出に中身が引っ張られることがないようにしてい

る。小道具はあくまでも小道具として、楽しみの一つの材料

として考えようと思う。内容が盛りだくさんすぎるという指

摘については、自覚している。４月以降は放送時間が５分間

延び、３７分の番組になる。それは番組にとってよいことだ

と思う。その５分間は、情報を足すというよりは、もっと質

問の時間を増やすなど、ゆったり深く見せられたらよいと考

えている。 

 

○  「バラエティー感覚で分かるニュース」ということで、気軽な気持ちで、あえてリ

ラックスした気持ちで視聴した。出演者の坂下さんのコメントは、自分が思っている

こととほぼ同じだった。ＮＨＫのニュースは頭のいい人が見るものという印象がある

が、解説者の言葉もとても分かりやすかった。解説者はたくさんの小道具を使って説

明し、アナログ感を残すことで、ニュースの堅さを緩めており、よいと思った。やや

気になったのは、実際のニュース映像と、刺激的なアニメーションによる映像、また

ピョンチャンオリンピックについてのパートでは記者リポートの映像が使われるな

ど、視覚的に統一感が薄かったような気がした。番組に対し最初に感じたイメージは

「学校」だったので、ＶＴＲやアニメーションなどのナレーションは解説者やアナ

ウンサーの声のほうが統一感が出るのではないかと思った。最終的にはとても分かり

やすくニュースを教えてもらったという印象を持った。これからもチェックしていき

たい。 

 

○  大きな恐怖を感じた。こうした事実があること、すなわち、公然と嘘をつかれそれ

が拡散し真実味を帯びること、金目当てで実行する者がいること、意図的に大きな力

がこうした情報操作を手掛けることがあることを、分かりやすく伝えるという意味で、

意義ある番組だと感じた。多くの方が、「気をつけよう」と思っただろう。名をつけ

ることは存在を認めることにもつながりかねず、フェイクニュースという言葉が日常

使用されるようになっていることを危惧した。ただ「嘘」と言えばよいと感じる。ど

うすればよいかについて、最後にやりとりがあったが、もう少しここを充実すべきだ

と感じた。個々人や親世代が気をつけるべきこと、情報リテラシーの向上策を具体的

に提起してほしかった。 

 

○  幅広い年齢層の方を対象に、世界的にホットなテーマを分かりやすく伝えるとい

う点で目的を達したすばらしい番組だと興味深く見た。見ていて違和感のあったこ



7 

ととしては、先生役が男性で、生徒役の２人が若い女性だったことだ。誰にでも分

かりやすくという意味もあり、生徒役の２人の質問はどちらかというと生徒役に徹

したため、易しく幼稚っぽいところもあった。ほかの回では生徒役に男性、先生役

に女性などの回もあることは確認できたが、たまたま今回だけを見た子どもにとっ

ては、教えてくれるのが男の人で、大人なのに幼稚っぽいことを聞くのが女の人と

いうシチュエーションとなっていて、それは番組の印象を悪くしかねず、もったい

ないと感じた。生徒役は男性と女性を混ぜる、先生役に女性も入れるなどしてほし

い。 

 

○  フェイクニュースに関して的確にいろいろなことを取材しており、内容はよかっ

たと思う。１時限目と２時限目の切り替えがあることについては、学校の授業風で

おもしろく見えるので、私はよいと思う。フェイクニュースかどうかは、ニュース

の出し手が誰なのかをよく考えないと判断できない。日本ではテレビ、新聞が

ニュースの出し手として信頼のおけるところで、そうではない人が出したものの中

に、信頼のおけないニュースがあるかもしれない。そのあたりのことはもっと言っ

てもよかったと思う。坂下千里子さんは奇をてらわずに思ったことを何でも質問し、

番組をおもしろくしていてよいキャラクターだと思った。もう１人のゲストは男性

でもよいかもしれない。男性でも知ったかぶりで質問をされると番組がおもしろく

なくなるので、純真に質問する生徒らしい男性を選ぶか、先生役に女性がいる、と

いう配慮はときどきあってもよいかもしれない。 

 

（ＮＨＫ側） 

  先生役はどうしても男性に偏りがちだ。国際部のデスクに

も女性が増えてきているが、テーマによってはなかなか合わ

ないということがある。一方、ゲストは老若男女、いろいろ

な方を招いている。委員からの意見を受けて、ステレオタイ

プを生まないように気をつけなければいけないと認識した。

今回のフェイクニュースは難易度が高いテーマだったと感じ

る。フェイクニュースをずっと専門にしている記者はいない。

先生役だった記者はニューヨークでメディアの取材もしてい

たので、勉強しながら担当してもらった。フェイクニュース、

ＳＮＳというような話題を、子どもからお年寄りまで伝える

時に、お年寄りにはその説明では分からないということもあ

るし、子どもにはまどろっこしいのではないかということも

あり、悩ましいテーマだった。これからもかみ砕き、分かり

やすくということにこだわりながら、幅広い年代の方に向け、
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さまざまなニュースを見る入り口のような位置づけの番組に

できればと改めて思った。 

 

  フェイクニュースについてのＮＨＫの考え方が出ていな

かったという意見を頂いた。われわれもフェイクニュースの

背景には何があるのかといろいろ考えている。全体として若

者を中心とした既存のニュース離れがある。さらに既存のメ

ディアが政治情勢や世の中の動きをつかみにくくなっている

ことがある。また世論形成におけるメディアの影響力の低下

もある。そういったことが複合的にあり、それがアメリカ大

統領選挙の報道などに表れていたのではないかと考える。日

本の既存の大手メディアにとってもひと事ではなく、われわ

れにとっても直面する一つの危機であると考えている。フェ

イクニュースがなぜ出てきて影響力を持つのか、ＳＮＳの普

及から既存のメディアの問題も含め、多くの問題を抱えてい

ると思う。「これでわかった！世界のいま」は、ともすれば関

心の薄れがちな国際ニュースを分かりやすくかみ砕き伝える

ことを目的にしている。多くの委員に指摘いただいたように

これからもさまざまな形でこの問題を取り上げ、深く掘り下

げていく。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２２日(水)に放送したガッテン！「最新報告！血糖値を下げるデルタパワー

の謎」について。「ガッテン！」は長い歴史があり、おもしろい番組だと思う。論

文の調査もよく行っており、番組に根拠を持たせようとしていると思うが、どこか

視聴率を上げようとするねらいが強まりすぎているように思う。制作者側は娯楽番

組として楽しんでもらえればよいと思っているのかも知れないが、あっと驚かせる

ようなキャッチーなフレーズで引っ張るような感じがあるように思う。テレビが

持っている力は大きい。健康法は２０年間、毎週新しいものを見つけ続けることな

ど本来は難しいことだ。マンネリになるかもしれないが、ときどきは原点に戻り、

シンプルな話を根拠のある形でやってもらいたいと思う。こういうことを守るとよ

い、運動がよい、野菜を食べるとよいなど、みんなが分かっていることを改めて紹

介することも含め、奇をてらうだけではない、原点に復帰する企画も織り交ぜつつ、

やはりＮＨＫというような、民放のただおもしろい健康番組とは違うところを見せ
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てもらえるとよいと思う。 

 

○  この番組への反響に対するＮＨＫの対策、対応は適切だと思う。この問題は最先

端科学研究を番組で扱うことの危うさにある。最先端の研究を評価が定まらないう

ちに紹介する際、十分に調査しているとは思うが、少し行きすぎた表現になること

もある。サイエンスのおもしろさを語るとき、正しさをどれだけ犠牲にし、分かり

やすく表現するかという点において、そのバランスに気をつけないと今回のような

ことになる。それは先ほどの指摘につながるのだと思う。リスク担当のプロデュー

サーを置くことで、客観的な目でチェックをし、よい番組にすることを望む。 

 

○  翌週の放送で行きすぎた伝え方についておわびしたことはよかったと思う。以前

の「ためしてガッテン」の時から、健康だけではなく、いろいろなことを取り上げ、

なかなか思いつかないこと、例えば「バナナはどうすれば黒くならないか」など、

いろいろな切り口でたいへんおもしろく見ている。最近は話題が少なくなってきた

のかもしれない。難しいテーマを取り上げること、無理な実験をするようなことは

しなくてもよいのではないかと思う。淡々と事実を紹介するだけでも、多くの人に

とって参考になる番組だ。信頼感を大事にし、奇をてらわず番組を作ったほうが多

くの人に安心して見てもらえるのではないか。これからもよい番組を作ってもらい

たい。多くの視聴者のいる番組だけに、批判を呼ぶような無理な構成にしなくても

よいのではないかという気がした。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ためしてガッテン」からの基本精神は、見ていただく方

に幸せになってほしいということだ。番組の原点に立ち返り、

精査したいと思う。論文の選び方でも、評価が定まらないも

のに手を出し始めたところもあったかもしれない。どのよう

な形でどこまで紹介するのか、厳しく見るようにする。意見

をありがたく思う。 

 

○  前回報告のあった「ＳＴＡＰ細胞報道に対する申立て」に関するＢＰＯ決定とＮＨ

Ｋの対応について。小保方晴子さんが主張する人権侵害が番組にあったかどうかに

ついて、番組ではことばが注意深く選ばれており、小保方さんが故意に不正を犯し

たかのような内容にはなっていないと感じた。なぜあのような研究結果となってし

まったのかという、事実に基づいた問題提起だと思う。なぜあのような論文になっ

たのかという疑問はますます湧いてきたが、小保方さんの故意の不正などを結論づ

けているものとは思えなかった。これだけの調査報道なのに小保方さんのコメント
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をなぜとれなかったのかとは思った。強引な取材について、ＮＨＫとしてきちんと

謝罪し、再発防止に努めるということなので、それはそうしてもらいたい。ＮＨＫ

ほどの組織であっても、コメントをもらうための適正な方法、ノウハウの蓄積が本

当になかったのかと疑問に思ったし、残念にも思った。今後のＢＰＯとのやりとり

は何かの機会に報告してほしいと思う。 

 

○  ３月１１日(土)に放送したＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「“仮設６

年”は問いかける～巨大災害に備えるために～」(総合 後 8:00～8:45)と「避難指

示“一斉解除”～福島でいま何が～」(総合 後 9:00～9:49)を見た。どちらも秀作

だと思った。とりわけ「“仮設６年”は問いかける～巨大災害に備えるために～」

は自治体関係者に数多くのアンケートを取り、今の法律が被災者のニーズに合った

住宅作りを阻害している現実をあぶり出していた。考えさせられるよいテーマだっ

たと思う。「避難指示“一斉解除”～福島でいま何が～」は放射能災害がいかにし

て地域のコミュニティを分断していったのかという重大なテーマを扱っており、３．

１１から今もなお引きずる問題を描き出すうえでたいへんよい番組だった。その上

で、いずれの番組も、今の状況を生み出している中央の取り組み、考えに対する切

り込みが弱いと思った。「避難指示“一斉解除”～福島でいま何が～」は、避難区

域解除ありきで国が進めるために、村が翻弄され分断されていく様子は痛々しいほ

どまでに分かったが、なぜ国はそうまでして避難区域をいま解除しようとするのか

という分析が足りなかった。「“仮設６年”は問いかける～巨大災害に備えるため

に～」では、問題となっている法律に関して、代表して話をしたのが内閣府参事官

だった。内閣府参事官１人にこの問題を語らせるのは限界があったと思う。ところ

どころで答えになっていないようなところもあった。「その問題はわれわれも知っ

ているが、東日本大震災の問題が終わった後に総括しようと思う」という、誰が聞

いても到底納得できないコメントを引き出したことは成果だったが、なぜそれに取

り組まないのかという答えは得られなかった。何よりも政・官・民という問題のあ

りようを考えたときに、民の問題は描かれ、官の問題は参事官で代表されたが、法

律の問題であるならば立法府である政治はなぜこの問題に取り組まないのかとい

う切り込みはほとんどゼロだったように思う。大変優れた、時間と手間をかけた

テーマだったので惜しい気がした。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「“仮設６年”は問いかける～巨大災害に

備えるために～」でなぜ内閣府の方に取材したかというと、

問題になっている災害救助法の直接の担当窓口であり、ディ

テールの話も含め、問題提起として有意義な話ができるので
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はないかということでお願いした。頂いた意見のように政治

家の声もきちんと聞いたほうがよいのではないかという視聴

者の意見もあり、今後の取材の参考にしたい。 

  ＮＨＫスペシャル「避難指示“一斉解除”～福島でいま何

が～」については、今回は避難指示区域の７割が解除される

という、大きな節目であり、避難指示解除が住民の帰還につ

ながっていないことは、これまでほかのニュースや番組でも

伝えてきた。飯舘村は東日本大震災直後からずっと取材をし

ており、村として村民の帰還を促す取り組みを進めてきたと

ころだったので、その中でどのような問題を抱えていたのか

という現場の目線を中心に取り上げた。国の政策に翻弄され、

分断が進んでいくところもあった。今回は現場で何が起こっ

ているのかを中心に伝えたが、放射能で汚染されたところを

立入禁止区域にするのではなく、除染し、人を戻すという世

界で初めての試みについて、今後も継続して検証していく。

意見は参考にさせていただく。 

 

○  ３.１１前後に、大型番組だけではなく、ニュース番組、さまざまな形で福島県、

被災地をＮＨＫが取り上げたことに感謝したい。復興大臣のインタビューはないの

かという思いを持った番組があった。そのあたりはフォローしていただければと思

う。 

 

○  ３月１２日(日)のＮＨＫスペシャル メルトダウンＦｉｌｅ．６「原子炉冷却 

１２日間の深層～見過ごされた“危機”～」を見た。福島第一原子力発電所と東京

電力本店、新潟の柏崎刈羽原子力発電所を結んだテレビ会議があった。検証可能な

膨大なデータがあるわけだが、素人では解析できないようなデータを専門家が丁寧

に分析していた。危機的な状況下で現場にいる人の疲労感のようなものが係数、数

字、データできちんと出ていた。新潟からは直接の当事者ではないだけに客観的に

いろいろなことが見えていた。事故の総括だけではなく、これからいろいろなこと

が起こる組織のマネジメント論としても秀逸な番組であると感じた。結論でも、専

門家の方が教訓として、横からいろいろなことを冷静に見られる人を置いておくこ

とを薦めていた。単に原発事故を総括するだけではなく、何かが起こったときの組

織のあり方という面でもすばらしい番組だと思った。また初動の怖さも感じた。不

謹慎だが、１号機はもっと大変な事態になっていたかもしれないと、いろいろなこ

とを考えさせられた。 
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（ＮＨＫ側） 

  福島第一原子力発電所の事故について、たとえほかの局が

追わなくなっても、ＮＨＫは諦めずに新しい事実を発見しよ

うと思って取り組んでいる。その中で本当はどこが問題だっ

たのか、緊急冷却装置の動作試験など本来やるべきことがで

きていなかったのではないか、ということが指摘できたと思

う。これからも続けていく。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「原子炉冷却 １２日間の深層～見過ごされた“危機”～」は、

緊迫した状況の中で何が起こっていたのか、多くの人々の意見を集約し、どの時点

で何が起きていたのかをよくまとめていた。なぜイソコンの実試験をしていなかっ

たのかということ、１人の人間に集中すると体力がもたず判断も不十分になること、

誰が指示し誰が検証するかというような体制づくりが必要であることなど、さまざ

まな問題を提起していた。ただ、今の原子力発電所の運転の中でそうした課題が反

映されているのかについては、これから引き続き取材をしてほしい。せっかくあれ

だけの分析をしたので、それが実社会の中でうまく利用されているかどうかという

検証もフォローアップしてもらいたい。ここまで分析したものは初めて見た。緊迫

した状況で人は何をするのかについて重要な示唆もあり、組織対応の重要性も考え

させられた。今は組織対応がきちんと改善されているのかがよく分からなかったの

で、これからの取材に期待したい。 

 

○  ３月８日(水)のクローズアップ現代＋「震災６年 埋もれていた子どもたちの声

～“原発避難いじめ”の実態～」はよい番組だった。大学とＮＨＫが共同でアンケー

トを取る試みは以前にもあったのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫスペシャル」で、震災４年のタイミングで、避難

生活者１万人のアンケートを大学と共同でやったことはあっ

た。 

 

○  大学と共同でアンケート調査をすることは意義深いと思った。大学などでのアン

ケート調査は、学術目的だけで終わってしまいがちだが、調査に基づき、何が起こっ

たのかをメディアを通じて発信することは意義があったのではないかと思う。震災

をきっかけに苦渋の決断で故郷を離れたにもかかわらず、避難先でひどいいじめに

遭ってしまう。それは社会的な問題でもある。番組ではそういう現状があることを

取り上げていた。岐阜県の小学校の生徒たちが、横浜でいじめに遭った生徒を応援
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するメッセージカードを送り、それで生きる希望が湧いたという。未来につながる

という意味でもよかったと思う。アンケート調査で関わった早稲田大学の辻内琢也

教授と、法政大学の尾木直樹教授が出演しており、コメントも的確でよかった。教

育現場においては格差が広がっていて、弱者が弱者をいじめる構図があるという。

シリアスな実情が分かりやすく伝わったのではないか。 

  番組が終わってすぐに次のドラマに切り替わり、殺人現場で屋上のタンクに死体

が浮かんでいるシーンが急に出てきた。こうしたテーマの番組の直後にそうした

ショッキングな映像が出てきたことは残念だった。 

 

○  番組のつなぎは難しいと思う。前の番組の余韻が残っているうちに次の番組が始

まってしまう。 

 

○  ３月１１日(土)には４つの映像波で１５時間ぐらいの関連番組を放送し、ラジオ

でも多く放送していた。ＮＨＫならではだった。３月４日(土)の「バスで！列車で！ 

篠山輝信×震災６年の東北旅」(BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 5:30～6:59)のように、被災地の観光

を支援するような番組もあった。だんだん風化していくのかもしれないが、ＮＨＫ

は忘れないようにやり続けることが、東北の人たちにとっても大事なのではないか

と思う。 

 

○  東日本大震災関連の番組については、ＮＨＫという報道機関があって本当によ

かったと思った幾日かだった。政府の中枢の方のコメントを盛り込んだらよいので

はないかという意見もあったが、私もそういう思いで見つつも、社会、あるいは政

府の中枢において震災が風化しつつある中、エビデンスでこれだけ迫るプレッ

シャーはすごいと思った。なまじ政府の関係者に弁明させるよりも、はるかにイン

パクトのある番組が多くあるという思いも、一方であった。３月１１日、１２日の

２日間に集中的に編成していたが、よい番組があってもどれだけの方が見られたの

だろうかと思う。そう考えたときに「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、東北出

身の阿部渉アナウンサーが、６年間継続して被災地から１週間続けて中継をしてい

て、いろいろな思いを伝えてくれたことはとてもありがたいと思った。そのように、

１日２日ではなく、もう少し長いスパンで、多くの人たちが見られるような配慮も

してもらえたらと思う。６年ぐらいでは一定の節目ではない、風化させてはいけな

いということをＮＨＫの番組が力強く訴えてくれたことに感謝している。 

 

○  東日本大震災から６年ということでＮＨＫは多くの番組を放送しており、そのほ

とんどを視聴した。各番組でテーマ、捉え方が違っており、ＮＨＫらしく、ＮＨＫ

ならではの番組だと強く感じた。 
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  ３月５日(日)のＮＨＫスペシャル「あの日 引き波が…行方不明者２５５６人」

は、強い引き波の場面をとらえ、被災者１人１人がカメラの前に立ち発言していた。

初めて語った方も多かった。ＮＨＫの記者が被災地で信頼関係をきちんと作ってい

ることに感心した。 

  また３月１０日(金)のＮＨＫスペシャル「１５歳、故郷への旅～福島の子どもた

ちの一時帰宅～」(総合 後 10:00～10:50)については、子どもたちは一番の犠牲者

であり、環境の変化が心にどう影響を与えているのかという気持ちで見た。故郷に

帰り、強く生きようという気持ちが強くなったことに、ほろりとした。 

  ３月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「避難指示“一斉解除”～福島でいま何が～」

では、復興を急ぐ飯舘村の村長と村民の意見の違いがそれほどまでにあるのか、こ

れが原発事故なのかと改めて思わされた。高い放射線量の中でどうやって生きてい

くのか、早い復興とはこういうことなのか、あまりにもひどすぎるし、誰のための

復興なのかと思った。福島出身の議員の意見を聞きたかった。子どもたちのために

と学校を整備しているが、放射線への不安から、村民たちが苦悩を抱えていること

がよく分かった。この部分はもう少し掘り下げてほしかった。もはや被災地の回復

は不可能だと言っていた方もいたが、ある意味でその通りではないかと思わされた。 

  どの番組も被災者、関係者の声を紹介しており、重要なメッセージ性のある番組

だった。とても衝撃を受けた。これからも続けてもらいたい。ＮＨＫしか追ってい

ないのであればなおさらのこと、その姿勢を続けてもらいたい。その土地の議員や

行政の方たちの意見を表明する場面も作ってもらえたらと思う。 

  なお、ＮＨＫスペシャル「避難指示“一斉解除”～福島でいま何が～」の放送の

ときに地震が起きた。地震のテロップが出たが、画面に出ていたグラフにテロップ

が重なり見えなくなった。テロップを横ではなく縦にするなど、位置を替えられな

いものかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「あの日 引き波が･･･行方不明者２５５

６人」では、初めて取材に応じてくれた方々がいた。今まで

の検証の中で引き波の危険性があまり言われていなかったの

で、新たな教訓が自分の証言によって浮き彫りになればとい

う方もいた。番組の最後にメッセージとして被災者の声を並

べたが、何よりも被災者はとにかく忘れてほしくないという

思いが強く、取材に応じてくれた方が多かった。そうした方々

の志を大事にし、これからも番組を続けていきたい。 

  ＮＨＫスペシャル「１５歳、故郷への旅～福島の子どもた

ちの一時帰宅～」については、避難指示地域の子どもたちの



15 

半数が、１５歳になると一時的に故郷に戻るということで、

それが一種の通過儀礼のような形になっている。そこで彼ら

が何を見て何を感じるのだろうと、フラットな気持ちで取材

を始めた。そのときに感じたことだけではなく、６年間どう

生きてきたかということを改めて彼らが振り返り、これから

どう生きるのかというようなことを１５歳なりに考えている、

そういうところまで描きたかった。その意図は通じたようで、

大変うれしく思う。 

 

○  東日本大震災関連番組は「ＮＨＫスペシャル」を中心に多くの番組を視聴した。

政府の立場、担当行政の立場からの発言、国として問題をどう受け止めるのかとい

うことをきちんと報道してもらいたかったという思いが強い。ＮＨＫには、東日本

大震災、原発事故がもたらした過酷な現実を改めて振り返ること、今日までの復

旧・復興の過程を常に調査し検証するということが公共放送として問われ続けるだ

ろうと思う。仮設住宅の問題、避難指示の一斉解除の問題、原発のメルトダウンの

対応の問題など、日本が先へ進む際に国民がきちんと考えなければならない深刻な

問題がきちんと発信されてはいるが、国内的な論議をどう起こすのかについてもＮ

ＨＫには考えてもらいたい。今からでは遅いかもしれないが、番組を通し、論議や

対話の中で次の道がもう少し見えるような取り組みをお願いしたい。原発いじめに

関するさまざまな報道番組も含め、ＮＨＫが被災地、被災者に寄り添った取材を継

続し、多面的に取り扱ってきたからこそ番組にできたのだと思う。映像の世界でそ

れができるのはＮＨＫしかないと思うので、検証と問題提起も含め、その役割を果

たしてもらえたらと切に願う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３月１１日(土)は午前と午後に長時間の生放送をした。こ

れまで、被災地の厳しい現実を中心に伝えてきた。６年たっ

た今も厳しい現実は変わらないが、被災地とそれ以外の地域

との結びつき、そこで起きた復興への新しい具体的な取り組

みなどを今年は今までよりも強く押し出したと自負している。

７年目以降も被災地に役立ち、被災地とほかの地域を結びつ

けるような番組を作りたいと思っている。 

 

  今回の東日本大震災の報道についてさまざまな評価を頂き、

ありがたく思う。私たちは震災から６年のこの報道がこれか

らにつながるものだと思う。６年たってから新たに出てきた
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問題もさまざまあり、東日本大震災の記憶、反省を風化させ

ないように報道を続けていく。被災地では記者、ディレクター、

カメラマンなど、それぞれの取材者が地域の人たちとともに

考え、悩み、解決策を見いだす中でさまざまな番組、企画を

作るという姿勢で臨んでいる。今回の番組、企画もそういう

中から出てきたものと考えている。なぜこういう政策が出て

きているのか、政策が意図するものは何なのかということを

さらに深く掘り下げることで、今後の打開策、解決策を見い

だすような報道を続けたい。 

 

○  ３月４日(土)のＥＴＶ特集「小野田元少尉の帰還 極秘文書が語る日比外交」を

見た。ＮＨＫならではのドキュメントだと思った。残留日本兵として現地の人たち

を何十人と殺害せざるをえなかった状況を伝え、現地の人から憎悪のことばも引き

出しつつ、日本とフィリピンの水面下の外交を鮮明に描いていた。こういうものは

あまり見る機会がなかったが、さすがのＮＨＫの取材力で、よくここまでと思った。

小野田寛郎元少尉に限らず、文書がどんどん出てくる時代になれば、いろいろな

テーマで作れると思う。こういう番組を続けて制作してもらいたい。 

 

○  ２月２６日(日)のＢＳ１スペシャル「ただ涙を流すのではなく“分断する世界”

とアウシュビッツ」(BS1  後 8:00～8:49)を見た。アウシュビッツ博物館公式ガイ

ドに１人だけ日本人がいて、その方がアウシュビッツの現状を見て、涙を流すので

はなく、考えてほしいと言い続けている。そこから自分なりに、未来を見るという

ことはどういうことなのかを考えた。アウシュビッツの問題については、アメリカ

の心理学者のスタンレー・ミルグラムの“アイヒマン実験”があるが、一人一人が

きちんと考えないから、アドルフ・アイヒマンのような人が現れ「ヒトラーがきっ

とそう思っているだろう」という思いで何百万人も犠牲になったのだ。フェイク

ニュースがまん延する時、考えない国民がどんどん増えていけば、私たちの国も危

ない状況になる。その土俵際のところでＮＨＫがきちんとしたメッセージを出し続

けることはすごく大事なことではないか。この番組では、こじつけることなく、自

然とそういうことを予見させるヒントを与えていた。考えることを通し、何をすれ

ばよいのかということが見えてくればよいと思った。とてもすばらしい番組だった。 

 

○  ＢＳ１の「地球タクシー」という番組は好きなシリーズだ。たまたまロンドンと

プラハの回が放送されていて、両方ともタクシーで市内を走った経験があったので

おもしろかった。出演するタクシードライバーは、皆さん市井の人なのだが、哲学

者のように街のこと、世界のこと、民族のことを語り、スタッフがすばらしい会話
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を引き出している。その重みと深みと景色に魅惑される。そういう制作スタッフの

いるＮＨＫはすばらしいと思う。 

 

○  「ぼくらはマンガで強くなった」を見た。２月１４日(火)にボクシング(総合 後

11:00～11:15)、３月１０日(金)にバレエ(ＢＳ１ 後 11:00～11:49)を取り上げて

いた。それぞれをテーマにした漫画と、その読者であり第一線で活躍する村田諒太

さんと上野水香さんがそれぞれ出演していた。漫画を読んで励まされ、勉強にも

なったという。取り上げられた漫画はインパクトがあった。バレエは山岸涼子さん

の作品で、解剖学的な要素を含んでいる。上野さんと漫画の関係以外に、その漫画

自体も漫画史の中でインパクトを持った作品であり、次の世代の漫画家にも影響を

与えているということが分かった。山岸さんの作品は、当時アシスタントだった槇

村さとるさんの作品にもつながっており、槇村さんも大成された。伏線の存在が、

番組の構成としてとてもおもしろいと思った。 

 

○  ３月３日(金)の朝に新日本風土記「堺」の再放送をたまたま見た。堺の黄金時代

の状況、古文書などに興味があり、勉強にもなった。番組で、仁徳天皇陵というこ

とばを使っていた。間違いではないし、堺市のホームページでも確かそう書いてあ

るが、学者の論文を読む限りでは、仁徳天皇陵であることはかなり怪しいというの

が通説で、学問の世界では大仙陵古墳、大仙古墳が一般的だ。仁徳天皇陵だけで本

当によいのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  仁徳天皇陵については制作者も承知しており、考古学的に

仁徳天皇陵古墳の被葬者が仁徳天皇であるかは疑問視されて

いるが、地元の人にも親しまれている呼び名ということで仁

徳天皇陵古墳を使用し、考古学で用いられる大仙古墳も併記

した。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２９年２月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

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

１４人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「ＳＴＡＰ細胞報道に対する申立て」に関するＢＰＯ決定とＮＨＫ

の対応について報告があった。次に、平成２９年度国内放送番組編成計画およびイン

ターネットサービス実施計画について説明があった。その後、シリーズ リアルサウン

ドが伝える世界「殺人者３４万人の帰郷～ルワンダ虐殺 ２２年目の“声”～」につい

て説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、３月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

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

有森 裕子（元マラソンランナー） 

大島 まり（東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         立野 純二（朝日新聞社論説主幹代理） 

         出口 治明（ライフネット生命保険(株)代表取締役会長） 

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

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

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

増田 雅己（読売新聞東京本社常務取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

 
 

（主な発言） 

 

＜平成２９年度国内放送番組編成計画 

およびインターネットサービス実施計画について＞ 

 

○  インターネットサービスにも充実して取り組まれることはよいことだと思う。総

合テレビの平日午後は新番組に変わるということで、どれほどの影響が出るのかは



2 

分からないが、よい成果が出ることを期待している。昨今は英語への関心が高まっ

ているので、ラジオ第２やＥテレで英語番組を新設するのは、よいことだと思う。 

 

○  「らじる★らじる」を使って、ラジオの番組を通勤途上で聴いている。すばらし

いサービスだが、ときどき音声が途切れるのは受信機側の問題なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  通信環境によるところが大きいかと思う。 

 

○  「ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ」は充実したウェブサービスだ。すばらしい記事が

スピーディに掲載され、また詳しい解説の特集、スペシャルコンテンツなどもある。

テレビだと見逃すこともあるし、内容の確認に手間がかかる側面があるが、そのす

き間を埋めるという意味で充実したコンテンツが置かれており、集中的にいろいろ

な解釈を得られる。しかし、ジャーナリズムの観点ではそうしたすばらしいコン

テンツがありながらも、それが多くの人に届くように作られていないのではないか

と思える部分が多々あり、もったいない。今後、放送は、インターネットの活用を

めぐり重要な局面を迎えるというなかで、マーケティング的な観点も含め、アプ

ローチの部分に力が入っていないと感じる。インターネット活用業務に関しては、

競合事業者との関係などもあるのかもしれないが、もう少し積極的に多くの人たち

に使ってもらえるようになることが、受信料を支払っている方々にとって重要なポ

イントだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  委員が指摘されたような問題意識を持っている。コンテン

ツをいかに届けるかという点において、ＮＨＫのインター

ネットサービスはまだまだ不十分な部分がある。今後、多く

の人に見てもらうにはどうしたらよいのかを本気で考えるこ

とがわれわれの課題だと思う。 

 

 

＜シリーズ リアルサウンドが伝える世界 

「殺人者３４万人の帰郷～ルワンダ虐殺 ２２年目の“声”～」 

（ＢＳ１ １月１９日(木)後 9:00～9:49 放送）について＞ 

 

○  出所したハバクラマさんが都心の町並みを久しぶりに見て「まるでヨーロッパみ

たいだ」と言ったことばは心に残っている。深く長い後悔と、新たな人生への希望
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の混じったことばだったように思う。ノーナレーションだからこそ、ニワトリの鳴

き声などの音が際立ち、情景がよりリアルに自分の中に入ってくる感じがした。番

組内でインサートされる、アリが無我夢中で動く映像は、番組全体にも通じる「逃

げないこと」、「向かい合うこと」といったテーマと重なって見えた。花束を水辺に

浮かべるシーンではやりきれない気持ちになり、涙が出た。ナレーションが入って

いたら、ここまで強く心に残らなかったと思う。新しい切り口で、胸に刺さるよう

な番組だった。 

 

○  ＮＨＫでなければできなかった番組だと思う。圧倒的な事実、圧倒的な映像で印

象に残った。人は流されやすく、自分はそんなことをやらないと思っていても、状

況によってはありえないことまでやってしまう。そのことは知識としては知ってい

ても、今回の番組で改めて明確な事実として突きつけられた。普通の人間が虐殺に

手を染めてしまうということを描いたことはすばらしく、自分の生きる社会は万全

でないという気持ちになった。こうした衝撃的な番組をゴールデンタイムに放送し

たことに敬意を表したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  制作前は、ナレーションもなく、遠い国の話題でもあり、

説明がなくても大丈夫だろうかという不安はあった。あれだ

け緊張感が続き、“ながら”視聴を許さない作りについて、心

配もしていた。視聴者からは「余計なことばがないので臨場

感があった」「番組スタイルが新鮮だった」「深く考えさせら

れた」という意見のほうが多かったので、やってよかったと

思う。視聴者モニターの意見を少し紹介すると、「ナレー

ションがないので当事者と向き合っている気がして、リアル

感が増した」「ナレーションがないことでほかの番組よりも

自分で考えたり感じたりすることが多かった」「いつもより

も集中して見られた」などの意見をいただいた。 

 

○  今でも少し間違えれば世界で起こりうる状況かもしれないと思った。昔の話とは

思えなかった。私はアフリカなどの外国人と接するとき、公の場で出身を聞くこと

は控えている。そのことで問題が起きるかもしれないからだ。ルワンダのようなこ

とは、発展途上国などではまだありうると思う。時代は進んだが、先進国の私たち

が知りえない状況があり、そうした国の人たちと接するときに気をつけなければい

けないことをまざまざと感じた。ナレーションのない、短いことばと映像と音の中

で、自分が関わっている世界、自分が生きる社会についても深く考えさせられた。



4 

今、目の前で起きているような臨場感のある番組だった。 

 

○  重い番組だった。これだけのドキュメントをよく撮影したと思う。ただ、見てい

るうちにいろいろなケースがあるはずだと思った。どうして今回のハバクラマさん

のケースを取り上げたのかと思った。また、精神状況の読み解きが少し浅いように

思った。共存している、ことばも通じる人たちどうしであるということが逆に悲劇

で、そうした人たちに殺され、犯されというのが、後々まで尾を引くのだ。そのあ

たりの描き方にもう少し工夫があると深くなると思った。要求しすぎかもしれない

が、根っこを明らかにするような描き方ができるのではないかということだ。それ

をやってしまうと、番組のよさが失われるような懸念もあるが、そのあたりのバ

ランスをうまく取っていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ナレーションで説明できない分、現地の人の話とテロップ

だけでどこまで深く掘り下げて表現するのかは、葛藤した部

分だ。取材対象者については、出所する予定の１０人程度の

人に事前に話を聞いた。「憎しみと許し」というテーマがあっ

たので、会いにいって謝罪する意志を持った人の中から、本

人の了解が取れたということで今回のハバクラマさんを取材

した。ほかにもいろいろなケースがあるのだと思う。番組で

は、ハバクラマさんを軸にし、ほかにリーダーとして 700 人

以上殺してしまった人や、大けがから奇跡的に生還し、近隣

に住む加害者におびえながら暮らしている被害者の女性も入

れて、広がりを持たせようとした。同じことばを話せる人、

一緒に暮らしていた人が罪を犯し、近くに住んでいるという

現実そのものが内戦の怖さの一つだと思う。その点も意識し

て制作した。 

 

○  ナレーションによる解説、取材対象者への深掘りの問いかけがそぎ落とされてい

るゆえに臨場感があり、いろいろと考えさせられた。身を隠し、逃げているリーダー

の姿もあった。ルワンダ虐殺の一つの特徴として女性の性的被害がすさまじかった

こともあり、そうした部分を象徴するような被害者女性も取り上げていた。ルワン

ダ虐殺の本質的な部分は、ある程度の説明がないと、ひと言の重みにつながらない

と思うが、そういう意味ではうまくカバーしていると感心した。ただ、抜けている

ことが一つあった。当時の国際社会、国連や、関係国が適切に関与しなかったこと

で、あれだけの短期間の大虐殺を招いたという部分にも触れてほしかった。部族の
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紛争、過去のベルギーの植民地政策なども伝えていたが、深掘りしてもらえれば考

える部分はさらに広がったのではと思う。企画競争による委託番組ということだが、

ＮＨＫは事実経過についてかなり検証していると思う。そのあたりの関与はどうい

う形か聞いてみたい。ノーナレーションだからこそ、印象的に物事の本質を伝える

ことができるという、その可能性は改めて感じた。こうした形の番組では、どうい

うテーマであれば視聴者により伝わるのかというトライアルも進めてもらえると

よいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫ、関連団体も含め、節目で制作会社のディレクター

やプロデューサーとはよく打ち合わせをした。これは委託番

組なので、ＮＨＫの番組の基準に合っていれば、基本的な方

向性は制作会社のディレクターの思いを重視するというス

タンスだ。国際社会の関与については、ベルギーが民族を二

つに分類したことからもともとは始まっているということは

テロップで伝えた。ナレーションしない企画なのでテロップ

で、となるが、テロップであまりにも多くの情報を入れると、

気持ちが違うほうに行ってしまう。そのバランスは非常に難

しいと思っている。 

 

○  重く、心に染みるよい番組だったと思う。そのうえであえて３点申し上げる。ま

ず、国際社会は発展途上国の虐殺に対し、どう関心を持ったのか、無関心なのか、

その背景を知りたかった。次に、８０万人という犠牲者は当時の人口に比べれば１

０人に１人以上だったと記憶している。ファクトの力は圧倒的に強いので、そうし

た当時の人口も出してもらえれば、犠牲の大きさがもっとよく実感できると思った。

そして、ラジオ放送などで扇動し、国民の１０人に１人以上を殺してしまうという

大規模なシステム、一瞬にして熱を帯びてしまうアジテーションの背景についても

教えてほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  現状の人口が 1,100 万人で、当時は 800～900 万人だったと

思うので、指摘のとおり１０人に１人ぐらいの割合だった。

その程度の情報はテロップで表示することはできたかと思う。

虐殺の規模がより伝わったかもしれないと気づかされた。ア

ジテーションはルワンダ虐殺の重要な側面だった。ラジオが

重要な役割を果たし、扇動的な放送をした。番組の中でも部
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分的には触れたが、そこを掘り下げようとすると全く別の番

組が１本作れるぐらいの話だ。今回はあの程度でとどめたの

が制作者としての判断だった。 

 

○  たいへん優れた作品だと思った。だからこそ、疑問に思うことがあった。これだ

けのインパクト、重みのあるニュースを、ＢＳ１のこの枠で取り上げることが適切

だったのだろうか。後の世界の人道的介入につながる事件が、現在進行形で今なお

続いていることは、日本人が今の世界を知るうえでも大変重要な問題だと思う。Ｎ

ＨＫは、総合テレビでも、視聴率を気にすることなく、より深く伝える報道機関で

あってもらいたい。こういう解説も必要だったろうということも含め、例えば「Ｎ

ＨＫスペシャル」などの枠でならばたっぷりできたと思う。 

  兄弟２人を殺した人と殺された人が出会い、和解するプロセスがあったが、人間

の出会いとしては大変重たい状況だ。その局面で日本のテレビカメラクルーが横に

いる状況は自然であるはずがない。それをどのように解決したのか、どのような形

で取材に至ったのかを、何らかの形で明らかにすれば、より自然に見ることができ

たと思う。もしかして、政府の人が同行しているのだろうか。また、せっかくノー

ナレーションでやっているのに、いろいろな効果音、楽器の音、音楽が入っていた。

「シリーズ リアルサウンドが伝える世界」ということで、本当に現場の音で世界

を伝えることを売りにするのであれば、むしろそうしたものは使わないほうがよい

と思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  撮影については、事前に当事者から許可を得ている。今回

は大型のテレビカメラでなく、小型のカメラを使い、なるべ

くカメラを意識させない形で撮影しようという工夫をした。

その中でああいう自然な形のものが撮れたことも大きいと思

う。政府の同行はない。取材に関するビザ等の取得、こうい

う取材をするという申し入れはしたが、現場では自由に取材

ができた。音楽や効果音をどの程度入れるのかは、最後まで

議論した。現場のリアルサウンドを聴かせるうえで、音楽の

意味とは何だろうと考え抜いた末に、このような設計になっ

た。音楽をもっと減らすという選択肢もあったかもしれない。 

 

  音楽は番組のために作曲してもらった。番組にどんな音を

つけたらよいのかと現場も試行錯誤し、ああいう形の音楽が

できた。シリーズとしてもう１本採択された番組がある。そ
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れは「ボクシングウーマン～上海 摩天楼にパンチの音が響

く～」だ。上海を舞台にアマチュアボクシングにかける女性

のキャリアウーマンを取材した。それはこの番組とテイスト

が全く違う。どのようにしたら国際マーケットで評価される

のかということも、手探りで考えながらやっている。 

 

○  とてもよい番組で、圧巻だった。ノーナレーションの手法は、物事の真に迫る一

つの方法とも感じたが、慣れないせいか、すごく疲れた。そして、虐殺の前提とな

る説明がほしかった。なぜああなったということを、歴史的事実として知りたかっ

た。「ボクシングウーマン」のほうがノーナレーションには合っているのではない

かという気がする。 

  弟を殺された兄が「弟が殺されたと分かって、ただただ悲しい」と言い、最後に

握手し、加害者を許した。そのとき２人は一度も目を合わせなかった。本当に許し

ているのか疑問に思った。被害者、加害者、まだまだ心に渦巻いていることが多く

あるだろう。それを教育で解決しようというのが最後のシーンだったが、「ただ虐

殺しなければよい」というようなあの教育のしかたは、何だろうこれはという印象

で、もの足りない終わり方だった。いろいろと考えさせられる番組だったが、ナレー

ションを入れ、きちんと説明をする番組のほうがこのテーマには合うのではないか

と思った。日本との関係などの説明があると、なおよかった。 

 

○  いろいろなことを考えさせられる番組だった。人間にとって謝罪、許す、和解と

はどういうことなのか、そういう根源的な問題も含め、深くものを考えさせられる

番組だった。ナレーションなどによる周辺の解説的な要素が極力少なくなっており、

そのためにかえって視聴者が能動的に考えることを促す番組だと思った。考えてい

るうちに、その事態を起こした背景は何だったのだろうか、果たして教育で対立は

解消できるのだろうかなど、さまざまな疑問が浮かんだ。その問題についてもっと

知りたいという欲求が出てきた。もしかしたらこの番組はそのように「もっと知り

たい」と思わせることもねらいの一つなのかと思った。そうであるとしたら、別の

番組で改めて取り上げ、ナレーション、解説も含め説明するとよりよいと思う。 

 

○  すばらしい番組だった。これだけ考えさせられた番組は久しぶりだったのではな

いか。ノーナレーションでミニマムな作りだったのがよかったのではないかと思う。

自分が加害者になる可能性はあるのではないかと感じさせられた。自分があの立場

にいたら加害者になってしまうのではないかという恐怖感、人間の弱さを感じた。

加害者と被害者の関係において、完全な和解はたぶんありえないだろう。奥底に

残っているものがあるはずで、虐殺から２２年たっての微妙な均衡は危うげに思え
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た。このまま虐殺の事実が時間とともに忘れ去られる中でどう生きていくのかと

思ったところで、最後に教育で繰り返さないようにというシーンには少し安心した。

ただ本当にその教育でよいのかとも思った。教室には男性しかおらず、それは国の

事情なのだろう。当時、女性はひどいことをされたが、女性に関してはフィーチャー

されていなかったのが残念だった。 

  「シリーズ リアルサウンドが伝える世界」というタイトルだが、最初はリアル

サウンドが何を指すのかをあまり分からなかった。最後にノーナレーションが大事

なのかと気づいた。音楽が入っていて本当のリアルサウンドではなかった。また「リ

アルサウンドが伝える世界」というタイトルは番組に合っていないと思う。せっか

くの重いテーマを軽く扱っているようなイメージを受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者からも、タイトルが少し分かりにくかったという意

見もあった。リアルサウンドとは何か、制作者も手探りでやっ

ていた。まだ試行錯誤が続いているテーマで、第２弾のノー

ナレーションのドキュメンタリーの企画募集を今月から始め

た。夏ごろの放送を目指し、どういうタイトルがよいのかは

もう一度考える。説明会には多くの制作会社が参加し、制作

を希望するディレクターは多いと感じている。 

 

  ノーナレーションの効果、役割としては、現場の臨場感と、

視聴者に想像し考えてもらう時間を与えるということが挙げ

られる。コメントやテロップなどですべてを説明するという

最近のテレビの作りとはある意味で対極にあり、余白、行間

の部分を残すことで視聴者に委ねる部分がある。いろいろな

意見を頂いたが、可能性のある領域だと思う。ベストのバラン

スを引き続き探っていきたい。 

 

○  とてもよい番組だった。４９分の番組だが、日ごろ見ているナレーションのある

番組は情報量がどれだけ多いのかと感じた。知るという部分では、ナレーションの

ある普通の作りのほうがもっといろいろな情報を得られたのではないかと思う。一

方で、情報量が抑制されているがゆえに、考える時間ができ、心に染みいったとい

う意見が多かったのも、そのとおりなのだと思う。それは現場の時間を視聴者が一

緒に体験するように、一つ一つのカットを長くしていることの効果なのだろう。こ

のような番組はもっとあってもよいと思う。重いものばかりでなく、こうした作り

が向いているものは何かを探し、情報を抑制することについては割り切ってやると、
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より効果があると感じた。 

  番組は教育の部分で終わる。加害者が出所し、町を見て「まるでヨーロッパみた

いだ」と言う。この人はヨーロッパを見たことがないが、きっとよいところに違い

ないと思っているわけだ。そう思うのは、この人が受けた教育によるところなのだ

ろうと思わされた。これ以外の終わり方はないのだろうと思いつつも、自分の中で

は収まりきらずに終わった部分だった。全体としてはとてもよい番組だった。 

 

○  この番組のすばらしさとそれゆえの若干の課題はこれまでの意見のとおりだと

思う。これだけの重いものを委託で制作する場合とＮＨＫが制作する場合とで、Ｎ

ＨＫのスタンスとしてどのような違いがあるのだろうか。なぜ制作会社に委託する

のか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組制作においては、ＮＨＫ本体でも制作会社でもＮＨＫ

としての制作のスタンスは変わらない。ＮＨＫの職員だけで

はなく、外部の人たちとも一緒にコンテンツの制作力を上げ

ようということは、大きなテーマとなっている。今回の企画

競争はそういう中で生まれたものだ。公平に、透明性を高め、

よい企画はＮＨＫであろうが外部であろうがきちんと採択し

ようという考え方でやっている。ディレクターの思いを大事

にすることも当然だが、ＮＨＫとしての番組制作の基準、取

材の確かさは、本体であっても外部委託であっても、変わら

ない基準で進めている。 

 

○  とても重い番組だった。人間が本当にこれだけ多くの人を殺してしまうのかと深

く考えさせられる、ＮＨＫらしい番組だった。ただ私は番組の存在に気がつかな

かったので、総合テレビでやるかどうかは別としても、周知の方法がもっとあった

のではないか。１２月２５日（日）のドキュメンタリーＷＡＶＥ「ゲリラ兵が町に

～コロンビア和平は実現するのか～」はゲリラ兵が謝罪に行くという番組で、やは

り謝罪が必要だと考えさせられた。「ドキュメンタリーＷＡＶＥ」であればタイト

ルからドキュメンタリーだと分かるので見るきっかけになるが、今回の番組はタイ

トルから内容が分からず見逃した。周知の方法をもう少し考えてもらえればもっと

多くの人に見てもらえたのではないか。どのぐらいの視聴率だったのだろうか。こ

れだけの番組を多くの人に見てもらえないのはもったいないので、総合テレビでの

再放送や、別の形で見てもらう方法も考えたほうがよいのではないか。 
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（ＮＨＫ側） 

  視聴率は「ドキュメンタリーＷＡＶＥ」とそれほど変わら

なかった。再放送の視聴率は割とよかった。周知の方法、タ

イトルのつけ方は反省点だ。もっと見てもらえるような工夫

を考えたい。ＮＨＫでは、ドキュメンタリー番組の情報をま

とめたホームページを作っており、今回の番組はそこで週間

トップになるほどＳＮＳでシェアされた。見たいという関心

はあったのではないかと思う。 

 

○  大河ドラマ「おんな城主 直虎」、大河ファンタジー「精霊の守り人Ⅱ 悲しき

破壊神」などの宣伝は何回も出てくる。そんなに何回もＰＲしなくてもよいので、

時にはこういう番組も周知したほうが視聴者の幅も広がるのではないだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  知りたい人にうまく届けることが何よりも大事だと思う。

周知の方法はいろいろと研究する。 

 

○  周知の量を増やしてほしいと言っているのではなく、同じことを何度もＰＲして

いるところを削り、その分、こうした番組の周知も入れてほしいということだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ほかの波での放送も検討したい。ＮＨＫ本体でもこうした

テーマの番組は制作しており、1999 年から 2000 年にかけて

放送したＮＨＫスペシャル「世紀を越えて」というシリーズ

の中の一つで、アフリカの紛争や虐殺、国際社会のあり方に

ついて取り上げた。今回は２２年たち、どういうことが起き

ているのかを伝えた番組だった。もう少し多くの方に届くよ

うに工夫したい。 

 

  ノーナレーションのドキュメンタリーは積極的に国際展開

も視野に入れている。今回の番組も、英語化しＮＨＫワール

ドＴＶでも放送する予定だ。第２段の企画募集も始まってい

るので、いっそうブラッシュアップしていきたい。 

 

 

 



11 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「ＳＴＡＰ細胞報道に対する申立て」に関するＢＰＯ決定とＮＨＫの対応について。

番組を見直したが、確かに名誉毀損による人権侵害にあたるかどうかは微妙なとこ

ろだと思った。ＢＰＯが勧告したことで調査報道が委縮するようなことがあっては

いけないと思う。だが、ＢＰＯが勧告をする判断の主たる理由となったのは、「取

材がずさんであった」とか「事実誤認があった」ということでなく、「編集上の問

題であった」としている点は、ＮＨＫも大いに反省すべきではないかと思う。一連

の流れの中で見ると、ＢＰＯが指摘したように、小保方晴子さんが元留学生の作成

したＥＳ細胞を何らかの形で不正に入手し、それがＳＴＡＰ細胞になったのではな

いかと視聴者が受け止めても仕方がないのではないかと思う。ＮＨＫからの説明で

は、委員長代行の２人が「名誉棄損による人権侵害にはあたらない」という見解を述

べた、としているが、勧告をよく見ると、１人は「名誉毀損の人権侵害があったと

までは言えない」と述べており、その後に続いて「『･･･人権侵害はない』とせずに

『･･･人権侵害があったとまでは言えない』と表現していることに留意していただ

きたい。」としている。人権侵害があったとまでは言えないものの、放送倫理上の

問題があったと指摘せざるをえないと言われているわけだ。もう１人は「名誉毀損

とは考えず、放送倫理上の問題があったと考える。」とし、「元留学生の作成したＥ

Ｓ細胞に焦点を当て、それがＳＴＡＰ細胞の由来ではないかとの疑惑があるように

表現したことは、その部分のみをとらえ、名誉毀損とは評価しないとしても、不正

確な放送で、勇み足である。」としている。全く問題がなかったと言っているわけ

ではない。編集や表現の仕方で視聴者に特定の思い込みをさせるようなやり方はよ

ろしくないわけだ。そのあたりの指摘について、ＮＨＫはどう考えているのだろう

か。ＮＨＫが放送倫理上の問題について再発防止を考えると言ったのは、小保方

さんがけがをしてしまったという取材の方法についてだと思う。編集上の問題を指

摘されたことについてどのように再発防止等を考えるのか、そこを伺いたい。番組

全体として優れた調査報道であり、敬意を表する内容であったから、指摘をごく一

部とは受け止めず、そこをしっかりとやってほしいと思う。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回の番組について、人権を侵害したものとは考えていな

いが、勧告の中で触れられているように、個々の表現につい

ては懸念が示されている。それらについては真摯（しんし）

に受け止め、たとえ事実の積み重ねであっても、あいまいな

表現になっていないか、あるいは誤解を招きやすい表現が含
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まれていないかなどについて、現場ではいっそうの研鑽（けん

さん）を深め、よりよい放送につなげていきたい。 

 

○  ＢＰＯの勧告はＮＨＫの番組に人権侵害が認められるという極めて重大な内容

だと思う。細心の注意を払った調査取材と綿密な編集で構成されたとされる番組で

人権侵害が争点になっていることは、とても深刻な事態だと思う。勧告を読んだ限

りでは、果たしてそう言い切れるのかと思った。ＢＰＯの結論には疑問を持ち、人

権侵害とは言い切れないのではないかと思った。私は番組を見ていないので、見た

うえでもう一度ゆっくりと考えたいと思う。ＢＰＯとＮＨＫの意見が合わず、これ

からの意見交換もたぶん平行線をたどるのではないかと思うが、最後はどうなるの

だろうか。どこかで結論を出すのか、何か手続きの方法があるのか、あるのならば

教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫは民放と一緒にＢＰＯを作った。ＢＰＯの中でわれ

われとどのように意思の疎通を図るのかについて、ＢＰＯの

ホームページには「ＢＰＯは助言をするのが役割であると考

えています。各放送局がＢＰＯの判断をもとに検討して、自

主的な判断により、よりよい放送に結び付けていくことを期

待しています。ＢＰＯの決定が放送局に受け入れられるよう

に、放送局には丁寧に説明し、十分な意見交換をするよう努

めています。これらの意見のやりとりは原則として公表しま

す」と書いてある。われわれとしても、ＢＰＯとよく話し合

い、ここが問題だったのではないか、ここはこうだったので

はないかという意見交換をやっていく。われわれもＢＰＯの

決定と判断を十分に受け止め、今後の番組の改善に生かすこ

とになる。ＮＨＫがそれをどう扱うかについては、ＮＨＫと

しての意見をまとめ、公表することになっている。 

 

○  いつまでという期限はないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３か月以内にまとめる。 

 

○  勧告について真摯に受け止めることはＢＰＯの設置目的からも当然の姿勢かと

思う。小保方さんからの訴えに対して、取材経過、表現方法、番組編集、番組内容
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も含め、ＮＨＫとして事後の検証も相当やったものと理解する。そのうえで審理に

臨んだものということがベースにある。ＮＨＫが勧告内容に対して不当な名誉毀損

の人権侵害にあたらないと主張したことについては評価したい。勧告にある「一般

の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断すべきである。」という部

分は、幅のあるところだ。番組での事実の積み上げの部分、裏づけのある疑惑に対

して疑問を呈した内容が不当な人権侵害に当たるというのは理解できない。そうい

う面で今回のＮＨＫの番組に対するスタンスと同じ意見だ。申立人が主張したＥＳ

細胞を不当に盗んだという印象とはつながらないのではないかというのが正直な

ところだ。私は番組を見たが、流れの中で見てもそういう判断だ。今後、内部的な

さまざまな取り扱いが行われると思う。真実を追求する調査報道において、ＮＨＫ

の取材、報道の委縮につながらないことを徹底し、それをベースに取り扱ってもら

いたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  委員からの指摘も踏まえ、今後も、われわれの番組づくり

を検証し、調査報道がきちんと機能するよう取り組み、改善

する努力を続ける。 

 

○  番組を何回か見たが、どちらかというと人権侵害と思われても仕方がないような

印象を受けた。ＮＨＫ広報局が出したコメントの長尺版では、その２ページ目で「委

員会のメンバーのうち、２人の委員長代行がいずれも、少数意見として、名誉毀損

による人権侵害にはあたらないという見解を述べています。」とだけ書いてある。

勧告をよく読むと、「人権侵害とまでは言えないが、放送倫理上は問題がある。」と

いうことが２人の委員長代行の意見だ。ＮＨＫのコメントでは、２人の放送倫理上

問題があるという意見について何も触れていない。それはあまりよくないのではな

いか。人権侵害にあたるかどうかの判断はあるかと思うが、私が見た感じでは、小

保方さんが盗んだとまで言わないが、何かの手段でそれを使ったという印象を受け

た。その後、小保方さんが何らかの形で、元留学生が作ったＥＳ細胞ではない、別

なＥＳ細胞を使ったのではないかということも調べられているようで、もっと詳し

く取材をすればそういうことも分かっただろうから、少なくとも放送倫理上は問題

があったと見るべきだと思う。ＮＨＫのコメントだと、取材の方法は見直すとして

いるが、ほかは問題がないと読めてしまう。詳細にＢＰＯの報告書を読んだ人はい

ろいろな問題があると分かるが、ＮＨＫのコメントは適切でないと思う。「人権侵

害があったとは思っていないが、放送倫理上は問題があったと思い、今後は注意し

たい」などとすればよかったのではないかと思う。これで報道が委縮するというよ

りは、もう少し詳しく調べれば放送倫理上問題があるような放送にはならなかった
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と思うので、ＢＰＯと意見交換をする中でも真摯に対応したほうがよいのではない

かというのが私の印象だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  皆さんの意見を踏まえ、これからＢＰＯとの意見交換に臨

みたい。ＮＨＫのコメントについての意見も今後の参考にす

る。 

 

○  番組そのものはとてもよくできていた。調査報告としてはすばらしい番組だった。

後半では研究不正の生まれる理由についても取り上げており、番組そのものはよ

かったということも伝えておく。 

 

○  １月７日(土)のＮＨＫスペシャル「ばっちゃん～子どもたちが立ち直る居場所

～」はとてもよかった。人生をかけ、あそこまで貢献できる人ばかりではない。自

分のできる範囲で貢献したいと思った人はどうしたらよいのか、そういう人たちに

向けて最後に提起してくれるともっとよかった。 

 

○  ２月５日(日)のＮＨＫスペシャル「巨龍中国 大気汚染 超大国の苦悩～ＰＭ２．

５ 沈黙を破る人々～」を見た。問題の深刻さをよく取り上げていたが、環境汚染

という中国にとって不名誉な映像を撮ることを中国政府がよく許したと思った。あ

れだけ問題があることをよく取材しており感心した。 

 

○  ２月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「見えない“貧困”～未来を奪われる子ども

たち～」を見た。子どもたちの置かれている現実、可視化しにくい貧困が子どもた

ちの未来にどのような影響を与えるのかを分かりやすく問題提起しており、公共放

送にふさわしい番組だった。貧困が子どもたちの自己肯定感を失わせているという

現実が衝撃的だった。貧困の影響で、がんばっても報われない、自分には価値がな

いと子どもに思わせているという。今回は映像の力で、その実態、子どもたちの置

かれている現実を、象徴的に分かりやすく映し出していた。それはまさにテレビの

力だと思う。見えない貧困を可視化するという問題提起だったが、今後、社会がど

のように考え、どういう方向から政策として進めるべきなのかという視点で、官民、

ＮＰＯを含めさまざまな取り組み、それらを先につなげるためのヒントを示すよう

な続編を期待したい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「見えない“貧困”～未来を奪われる子どもたち～」は大変よ

かった。続編を期待したい。番組にふさわしい出演者の経験談には説得力があった。
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子どもたちの自己肯定感を高めることは大事だと思った。 

 

○  ２月８日(水)のクローズアップ現代＋「脂肪・ストレスが減るって本当？ 食品

表示のウラ事情」を見た。制度、ガイドラインのあり方の話で、食品表示のウラ事

情は出てきていないように思った。「健康食品って何？」というタイトルのほうが

よかったのではないか。健康食品については、特定保健用食品で初めての行政処分

が出たり、機能性表示食品で中身と表示が違うという問題が出ている。消費者庁に

対して情報開示の運動も進んでいる中で、よい時期の放送だったと思う。出演者の

科学ジャーナリストの発言があいまいで、すっきりしなかったのが残念だった。タ

レントの山田まりやさんの発言は分かりやすく、日常生活の中での疑問がポンポン

と出てきてよかった。研究者、弁護士のコメントももっと詳しく聞きたかった。最

後に機能性表示食品の検証をしている民間の委員会が紹介されたが、名前も表示さ

れず、顔にモザイクのかかっている人もいて、検討している場面だけが出てきたの

に違和感を覚えた。また番組で取り上げた飲料やヨーグルトなどのほかに、高齢化

社会において問題になっている健康食品としてカプセル、錠剤のサプリメントなど

が挙げられるが、その部分には触れていなかった。医薬品と誤認し、飲むことで病

気が治るのではないかと思ってしまう高齢者が多くいるのだ。粒状なので過剰摂取

の問題などもある。そうしたことも取り上げてもらいたい。国民生活センターへの

相談件数も伸びており、関心の高い題材なので、続編に期待したい。 

 

○  ２月１３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀 特別企画「ただ、ひたすら

前へ～競走馬・オグリキャップ～」を見た。ほぼ毎週見ている番組で、今回は人で

はないのかと思ったが、内容はとてもよかった。この馬がどうすごいのかは知らな

かったので、番組を見て、人間らしいというか、たたき上げの苦労人という感じで、

馬主などいろいろな人との出会い、栄光と挫折があることが分かった。最後はき

ちんと優勝して終わり、下からのたたき上げは強いなと思わされた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  人間ではなく競走馬で、生存していないという題材でトラ

イした。これからもチャレンジしていきたい。 

 

○  ドラマ１０「お母さん、娘をやめていいですか？」をよく見ている。私の周りで

もはまっている人が多い。女性なら、母親との関係、娘との関係など、見る者の心

にちくりと刺さるドラマだと思う。斉藤由貴さんの演技も怖くてよい。若い世代の

人たちに聞いてみると、民放のドラマはいつ放送しているか覚えているが、このド

ラマは知られていなかった。土曜時代劇「忠臣蔵の恋～四十八人目の忠臣」もおも
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しろいと宣伝したのだが、「午後６時１０分から」と言ったら、その１０分スター

トというのが若い世代には覚えづらいようだ。ＮＨＫのドラマは、おもしろいもの

も多いが、２０代、３０代には特に知られていないと思った。もっと知ってもらう

ための工夫が必要ではないか。 

 

○  ２月１９日(日)日曜美術館「幻の青磁 千年の謎」の再放送を見た。前から見た

かったものを見ることもでき、すばらしかった。すべての飾りを捨て去ったような

静謐（せいひつ）な焼きものを画面いっぱいに美しく映し、さすがはＮＨＫと思っ

た。あれほど静かな青磁だったが、専門家が次々に出てきて語っており、多すぎる

ように感じた。すばらしい解説もあったが、そこまで多くなくてもよいのではと

思った。作品を画面で見せるだけでも十分すばらしかった。 

 

○  １月３０日(月)関口知宏のヨーロッパ鉄道の旅 日めくり版「スウェーデン１日

目」を見た。関口さんがルンドの女子大学生３人と出会い、彼女らがルームシェア

をしている家を見せてもらっていた。１か月の生活費が１１万円ということだった。

お金はどうしているのか聞くと「国から毎月１２万円もらっているので、生活に余

裕ができる。この生活は手放せない」というようなことを言っていたのがすごく印

象に残った。８万円が奨学金で、４万円は給付金とのことだ。日本では税金が高い

と生活が苦しいという言い方をする人が多いが、実際に使えるキャッシュフロー、

給付がたっぷりあれば生活は豊かなのだ。そういうことは理屈っぽく説明するより

も、何気ない市井の人のことばのほうが腹に落ちやすいと思った。この番組は、名

所、旧跡を回るだけでなく、市井の人の生の声が聞け、そこからいろいろな問題が

分かってくることがあり、よいと思う。審議会では重い番組について多く議論され

るが、市民の気持ちに刺さり、いろいろなことを考えさせられるのは、重い番組だ

けではない気がする。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２９年１月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、２３日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

１６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、経営計画における「達成状況の評価・管理」（２８年度第３四半期・

１０～１２月）について説明があった。続いて、覆面リサーチ ボス潜入「コンビニ

チェーン」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

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

有森 裕子（元マラソンランナー） 

大島 まり（東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授） 

         鎌田  實（諏訪中央病院名誉院長） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         立野 純二（朝日新聞社論説主幹代理） 

         出口 治明（ライフネット生命保険(株)代表取締役会長） 

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

         仲道 郁代（ピアニスト） 

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

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

増田 雅己（読売新聞東京本社常務取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 

（主な発言） 

 

＜覆面リサーチ ボス潜入「コンビニチェーン」 

（ＢＳプレミアム １月６日(金)放送）について＞ 

 

○  組織のトップと、現場で働く人との認識の差をどこまで明らかにできるのか。ま
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た働く人の本音をどこまで引き出せるのか。そして現場の課題をいかに把握し、い

かに改善につなげるのか。そのような視点で興味を持って見た。テレビカメラを前

に、働く人の本音は引き出しにくい部分もあるだろうし、企業側の事情もあると思

うので、どこまでできるのか疑問を持っていたが、最後までおもしろく見た。企業

のトップが素性を隠して現場に入るという意表を突く企画で、エンターテインメン

ト性が番組を支えているのだと思う。現場で働く人の仕事に向き合う姿勢、創意工

夫、厳しさ、悲哀など、働く人の立場から見ると、わが身に照らし共感できる要素

が多く散りばめられていた。消費者の立場から見ても、現場を支える人たちの見え

ない苦労が伝わる番組だった。人物像など背景情報も加わり、効果的に盛り上げて

いた。今後も、企業宣伝的な要素を極力抑えながら、働く人の本音をできるだけ引

き出す番組を続けていってほしい。また、番組の中でさまざまな課題への改善提案

のようなものも出ていたが、その後どうなったのかについて、後日談のような形で

フォローする番組を作ってもおもしろいのではないか。 

 

○  アメリカで、同様のフォーマットの番組を見たことがあったが、日本でも放送し

ているとは知らなかった。いろいろな意味でおもしろい番組だと思う。最後にボス

が自らの正体を明かす際、ボスからのコメントが、ほとんど現場を褒めることば

だった。ボスとしての教えのようなことばが、そこにもっとあったらよいと思った。

出てくる人たちの本音や行動を、カメラの前でどこまで引き出せるのだろうかと感

じたが、全体的には新鮮で、驚きと同時に感動もある番組だった。 

 

○  社長の慣れない変装ぶり、現場で仕事をするときの戸惑いぶりがおもしろかった。

現場のオーナー、従業員の人間ドラマのような味つけも、エンターテインメントと

してはよくできていると思った。題材として取り上げたのがコンビニだったが、

コンビニの本部と加盟店との間にはもっとシビアな関係があると思う。今回はエン

ターテインメントなので仕方のない部分があるかとも思うが、最後に社長が現場で

働く皆さんにプレゼントをしてめでたしというような、そんなさわやかなものでは

ないと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  後日談の番組については、番組をきっかけに課題が改善さ

れた企業もあるものの、まだ実現していない。視聴者からも

「本当に現場は改善されたのか」という声はあるので、今後、

さらに回を重ねることがあれば、検討していきたい。 

  ボスが褒めてばかりだった、という指摘については、ほか

の回では、褒めるだけではなくボスから現場への要望や意見
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などを言うケースもある。ただ、現場で働く人の真摯（しん

し）な仕事ぶりをボスが褒めるのを見ると、視聴者も共感し

てくれる面があるので、ボスがスタッフを褒めるシーンは大

事にしている。指摘のような、ボスの立場からの冷静なアド

バイスなども見せられればよいと思った。 

  コンビニの本部と加盟店の関係については、委員からの指

摘のとおりさわやかなものだけではない。実際に取材した中

でも、さまざまな思いを抱えている人がいた。取材を断られ

た加盟店で、もっと疲弊しているところもあった。番組とし

ては、会社や経営層に対する現場の不満、壁を見せることを

大事にしたいが、企業側とのやりとりの中で、どこまで放送

に出すかについては、常に葛藤がある。宣伝的な要素を避け

るためにはマイナスな点もありのまま出さないといけないこ

とは企業側にも理解してもらっているが、交渉は容易ではな

い。委員の指摘のような、現場の生々しさも強く意識し、視

聴者が納得できる番組を作っていきたい。 

 

○  エンターテインメントかドキュメントかで基本の作りや制約は変わってくると

思う。今回、一番おもしろかったのは社長がレジの台につい手をついてしまったと

ころだ。現場でビシッとしている人と、ふだん机の上で仕事をしている人の体力の

違いが見えておもしろかった。疑問に思ったのは、ほかに同業他社がある中で、ど

のような基準でその企業を選んでいるのかについてだ。企業側にとってよいＰＲに

なる可能性があればあるほど、基準をきちんとしたほうがよいのではと思う。 

 

○  登場している方が素朴でまじめで、素直に対応していて好感が持てた。「水戸黄

門」的というか、日本人好みの番組だと思った。課題は３つあると思う。まずコン

ビニの本部と加盟店の契約は、過重労働など社会的な問題にもなっており、それが

番組で紹介されていなかった。次に、同業他社が複数ある中で、なぜこの企業が選

ばれたのかということを説明してほしかった。最後に、消費者問題として、近年、

ステルスマーケティングが問題になっている。この番組はそうではないということ

を明らかにするためにも、企業側から示された取材上の条件なども冒頭できちんと

説明してもらえると、もっとすっきりしたと思う。 

 

○  エンターテインメントでありながらも学ぶべきものがあるというのはＮＨＫが

得意とするところで、楽しく見ることができた。うそは放送していないと思うが、

どの部分を放送に出し、どの部分を出さないか、そのバランスを欠いてしまうと過
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剰な演出になってしまうおそれがあり、難しいところがあると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  エンターテインメントかドキュメントかということでいう

と、エンターテインメントだ。ただし、ファクチュアル・エン

ターテインメントであり、事実に基づいており、うそはない。

現場に対し、ボスが変装していることを隠し、架空の番組だ

と偽ってカメラが入っていることだけだ。企業側からはここ

を取材してほしいという要望もあるが、ＰＲのための番組で

はないので、私たちはマイナスな情報がほしいと言っている。

ディレクターは現場に何度も通い、取材を重ねることで、撮

影時に事実が浮かび上がるようにしている。 

  同業他社がある中でどういう基準で企業を選ぶのかについ

てだが、実際は断られることのほうが多く、取材を受けてい

ただける企業を探すのが困難なのが現状だ。ボスを何日も拘

束することや、マイナスな部分も取り上げることなど、いろ

いろな理由で断られる。また、その企業が問題のない企業か

どうかは、事前によく調べる。 

  加盟店と本部の問題はもう少し踏み込むべきだったかもし

れない。今回、企業側から示された条件と言えるものはほとん

どなかった。ＮＨＫ側から、マイナスの部分も取り上げると

いう前提で交渉し、受けていただいた。視聴者から誤解され

ないような工夫を今後も検討していきたい。 

  この番組では、ディレクターが現場の方と会話を重ねる中

で、会社への不満、自分のつらい過去などをパッと引き出せ

るようにしている。そのうえで、どこを出し、どこを出さな

いかは、企業の宣伝にならないように気を遣っている。とは

言え、マイナスのことばかりではどの企業にも出てもらえな

いので、そのあたりのバランスが難しい。 

 

○  変装して潜入するということで最初はだまし討ちのイメージがあり懐疑的だっ

たが、実際に見ると現場と本部の距離感が際立っており、エンターテインメントに

なっていた。現場の方々が真剣に仕事に取り組む姿がよかった。現場からは、「コン

ビニは競争が激しく、オリジナリティーを出さないといけない」というような示唆

があった。また現場と本部では壁があるということも言っていた。そういう課題は

本来、経営の中枢が考えるべきことではあるが、ボスが出演することにより、現場



5 

との距離を縮めることができたのはよいことだと思った。ほかの企業やほかのボス

の回でも、どんなことが起こるのかが興味深い。 

 

○  おもしろく、こんな番組を作るとは勇気があると感心した。秋田の店舗が店内調

理に取り組むシーンでは、コンビニもこんなことをやり出したのかと驚いた。2025

年をめどに地域包括ケアシステムを全国的に構築しようと厚生労働省が進めてい

るが、コンビニなどがその拠点になれば、過疎地域で人間関係を作るのに役立つか

もしれないと思った。またコンビニと医療がつながるなど、将来、想像を超えたつ

ながりが生まれたらおもしろいと考えながら見た。１月２０日(金)放送の「食品会

社」の回も見たが、同じパターンで、感動と驚きが薄かった。「水戸黄門」のよう

に同じパターンが見たい人もいるだろうが、斬新で挑戦的な企画なので、枠を超え

ていくような仕掛けにも取り組むとよいと思う。微妙な綱渡りが必要かもしれない

が、そうでないと長寿番組になるのは難しいと感じた。 

 

○  学生時代にコンビニでアルバイトをしていた経験があり、懐かしく思いながら見

た。働く人に夢を与える番組だと思った。アルバイトしていた頃、陳列しづらい商

品があっても、そうした意見を上の人に言うという発想がなかった。現場でなんと

かすべきことなのかと思っていたが、この番組を見て、そういうことも上の人にき

ちんと言ってもよいのだという気持ちになった。最後にボスが移動販売車をプレ

ゼントするとき、ボスが一番うれしそうだった。社長が現場の意見を聞いてくれる、

動いてくれることに、現場で働く人たちはワクワクすると思う。いろいろな人に見

てもらいたい番組だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  社長に限らず、どのボスを選ぶのかというのはいろいろと

考える部分で、企業の個性が出る部分だ。 

  現場の人のほうが、経営層が考えている以上に、社会貢献

や金もうけだけではないものを求めており、発想が豊かだと

感じることが多い。今回も、自分の店が地域の絆づくりの拠

点になればという発想には、社長自身も驚いていた。そうい

うことが発見できると、番組を制作してよかったと思える。

「食品会社」の回では、想像を超える展開がなかったという

ことで、努力したい。社長の変装を見抜いた配送の担当者が

「アルバイトの人を社員にしてほしい」と直訴し、それがか

なった。まだ番組の枠を超えるところまでは行き着いていな

いが、枠を超えたものを持っている方に気づかされることは
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多い。これからも意識していきたい。 

  ボスに意見を言ってよいのかという気づきは、視聴者から

も寄せられる。現場の人たちは、「上司に言ってもどうせ聞い

てくれない」と思っていたり、経営層に声が届くまでの間に、

途中で意見が潰されていたりということもある。取材してい

ても、現場と経営層のそうした距離を感じることが多い。番

組を通じて、意見を言おうと思ってもらい、また意見を言う

従業員こそ宝だと経営層が思ってくれればよいと強く思う。 

 

○  楽しく見たが、制作が大変な番組だろう。トップの顔が知れているような中小企

業などでは、ばれるのは当たり前だと思う。社長の顔も知らないで働いている人が

そんなにもいるのかという驚きもあった。どういう企業やボスを選ぶか、番組が必

死になっていることは理解できる。ぜひ放送業界を取り上げてもらいたい。 

 

○  この番組の命は、やらせではなく、素のままでやっているという迫真性だと思う。

この人たちは本当に気づいていないのだろうかと思った瞬間に視聴者は鼻白んで

しまう。注文としては、変装がやや安っぽく見えた。テレビカメラも入っているの

で、本当に怪しまなかったのだろうかという思いが少しあった。番組が成功すれば

するほど知名度も上がり、ばれやすくなると思うので、そこが大きな挑戦だろうと

思う。ばれてもよいので、信ぴょう性を大事に今後も続けていってほしい。 

 

○  楽しく見たが、番組の目指すものは何かが分かりづらかった。社長が現場でドタ

バタし、最後に正体を告白してみんながドッキリするのを笑って楽しむエンターテ

インメントなのか、現場の課題と解決策をトップ自らが探り、マネジメントの手法

を見せる番組なのか、働く現場の努力に感動するものなのか。いろいろ考えながら

見たが、出てくる現場の方があまりにすばらしいので、現場のすばらしさを実感す

る番組なのかと自分なりに解釈した。話を伺うと必ずしもそれだけではないようで、

この先どのように展開していくかが大事だと思う。継続的に楽しませてほしい。 

 

○  ヒューマンドキュメントとして働く人間の姿をあぶり出す点は、大変おもしろく

見た。ただ、現場で働く人たちのリアルな姿と、ボスのあり方、企業のあり方が一

つの番組の中で同時に存在することはとても難しいのではないかと思う。番組が続

けば続くほど、企業側も戦略としてどのようなボスのあり方、姿を見せようかと、

きっと考えると思う。アメリカ版のようなエンターテインメントに振れたやり方の

ほうが存在し得るのかもしれない。バランスが中途半端になると、どういう番組な

のかが分からなくなるおそれもあると思う。番組で描いている働く人たちの姿はと
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ても価値があるので、そのあたりが今後の課題ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  社長の顔も知らない人がいるのか、という指摘については、

かつらをつけていることはすぐに分かる人もいる。ただ、そ

れが自分の会社の社長、取締役であるということには結びつ

かないようだ。それは心理的なものもあると思う。まさか会

社がそんなことをするか、という意識もある。また、カメラ

の前で自分が現場の主人公のようになり、忙しい中いろいろ

なことを教えなければいけないので、まざまざと顔を見て「こ

の人はもしかして社長か」と思うほどの余裕もないようだ。

放送業界を取り上げてほしい、という要望だが、２月３日(金)

の放送では「エンターテインメント会社」を取り上げる予定

だ。 

  変装については、スタジオ収録とは違い、ロケで照明もな

い中での撮影なので、不自然なところが出てきてしまう面は

ある。ばれてもよいというご意見をいただいたが、できるか

ぎりばれないように、ボスも、ボスの周りも、私たちも気を

遣っている。ばれてしまうと最後に正体を告白するシーンの

見せ場が成立しづらくなってしまうからだ。 

  番組の目指すところについて、主役はボスや企業ではなく、

現場の人たちだと思っている。ふだん日が当たらない、褒め

られることのない人たちも、それぞれに創意工夫と情熱を

持って働いている。そういう人たちが評価されることで、視

聴者は自分も褒められたような気がして、あすもがんばろう

と思える。そういう番組だと思っている。視聴者が肩の力を

抜いて、楽しみながらも深いところを感じられるという意味

では、すぐれたフォーマットだと思うし、ほかのフォーマッ

トもありうると思う。新しいフォーマットを生み出すことは

私たちに課せられたテーマだ。 

 

○  本当にＮＨＫの番組かと驚いた。ＮＨＫは企業名を出すことにストイックだが、

競合企業がいろいろとある中でなぜここなのかと思う方もいるだろうし、ＮＨＫで

取り上げられることは知名度アップにもつながるので、そのあたりのバランスが難

しいと思った。エンターテインメントとして見れば全体的におもしろかったし、ボ

スの誠実な人柄にも好感が持てた。企業のトップは、現場の声を聞くために、いろ
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いろな仕組みを作り試行錯誤している。そこを全部飛ばし、直接的かつシンプルに

「水戸黄門」的に見せるのは、まさにエンターテインメントで、楽しく見ることが

できた。 

 

○  コンビニの店舗では、本社の社長の顔を知らない人もたくさんいるので、本音の

話をたくさん聞けた。ほかの業態ではあのようにはいかないかもしれない。日本の

企業経営を支えるのは現場力だと思う。現場の人の声を聞こうという姿勢はおもし

ろいし、現場にいろいろな努力があることが分かってよかった。視聴者も現場の人

たちに勇気づけられたと思う。番組の知名度がないときはおもしろく見られるだろ

うが、有名になると「あの番組か」と警戒され、うまくいかないかもしれない。一

方で、もう少し番組のことをＰＲしたらよいと思う。大河ドラマなどのＰＲを見る

機会は多くあるが、こういう番組もあることを少しでも知らせてほしい。いろいろ

な人を取材すればおもしろいところがたくさんあると思う。これからも期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫではこれまでも企業を取り上げる番組がいろいろと

あったが、この番組もそれらの手法を踏襲している。企業名

をテロップで出したのは１回だけ、ナレーションでは触れて

いない。細かいケアはしているつもりだが、どうしても外観

などでその企業だと分かってしまう面はある。今後もいっそ

う気をつけたい。 

  知名度が上がるとうまくいかないのではないかというご意

見をいただいた。実際には、企業の選定や取材に時間がかか

り、量産が難しい番組だ。ＮＨＫとしても、企業との向き合

い方も含め勉強になり、番組制作の力になるので、機会を見

て作っていければと思う。 

 

  この番組は、ディレクターの力によるところも大きい。ディ

レクターが現場の人たちと信頼関係を築き、企業側が出した

くないことも何とか折衝し、よい番組にしようと力を入れて

作っている。そういう意味で、今後も続けていければと思う

し、今シーズン、多くの方に見ていただきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 
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（ＮＨＫ側） 

  前回の審議会で、１１月６日(日)放送のＮＨＫスペシャル 

廃炉への道２０１６「調査報告 膨らむコスト～誰がどう負

担していくか～」について、「調査報告」と銘打っているがほ

とんどは公表済みの数字だったのではないかという質問をい

ただいた。前回は手元に資料がなくお答えできなかったため、

改めて説明させていただく。この番組は、東京電力福島第一

原子力発電所の事故の処理で、どの程度の費用がこれまでか

かり、今後どれだけ膨らむのか、その全体像を国民のほとん

どが知らないのではないかという問題意識で、その全容に迫

りたく制作した。番組では、除染、賠償、廃炉に分けて説明

した。除染については、放送時点で国は３．６兆円かかると

していた。放送では、４．８兆円と伝えた。東京電力に費用

を請求する事業を行っている８省庁すべての、２７年度まで

の執行済み額、２８年度予算、２９年度概算要求などの公表

額から、除染に関する費用を積算し、各省庁を取材し、関係

の機関にも裏を取った。また独自取材により、田に生えた木々

の伐採などの追加費用が 1,000 億円にのぼるとみられること、

袋の劣化などによって廃棄物の輸送コストが当初見込みの８

倍の８億 6,000 万円に膨らんでいることが分かった。そうし

たことも含め、４．８兆円という数字に至った。賠償につい

ては、放送時点で国は５．４兆円というのが正式な発表だっ

た。東京電力と原子力損害賠償・廃炉等支援機構がまとめた

資料には国の試算と違う６．４兆円という数字があり、番組

ではこちらを採用した。今までの実績、今後の賠償について

関係者に取材したうえで、少なくとも６．４兆円はかかると

いう判断をした。廃炉については、東京電力が２兆円を確保

すると国は発表していたが、その詳細は明らかにしていな

かった。番組では、東京電力が確保した額の数倍に膨らむと

みられるとした。これまでの費用、また今後かかる見込みに

関して、関係機関などに確認したが、数字はないということ

だった。そこで独自取材をし、危険手当だけで日々１億円以

上が必要になること、160 億円かけた汚染水タンクの交換を

300 基すべてしなくてはいけないこと、使用済み核燃料の取

り出しで 1,400 億円を準備しているがこれまで 1,000 億円
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使ってメルトダウンした３基からは一つも取り出せていない

ことなどが分かった。放送直前に、これまで東京電力が説明

していた金額では到底足りないことを国が明らかにしたが、

さまざまな取材をしたうえで放送した。確かに委員の言うよ

うに公表されている数字も多いが、視聴者の多くが知ってい

るものとは言えないと思う。さらにその数字を積み上げ、分

析し、裏を取り、独自取材も多々行っているため、「調査報告」

というタイトルとした。そこに齟齬（そご）はないと考えて

いる。 

 

○  説明はよく分かった。確かに視聴者がすべてを認識していた数字ではないことは

そのとおりだと思う。番組ではそれらの数字を足し上げ「１３．８兆円に膨らんで

いる巨額な費用」というような説明をしていた。そういう説明のしかたはややフ

レームアップ気味ではないかということが言いたかった。また自分たちの取材で分

かったとアピールしすぎるのは、気をつけたほうがよいのではないかという趣旨で

発言した。 

 

○  １２月３１日(土)第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢を歌おう」を見た。およそ２０

年ぶりに紅白歌合戦を見たが、昔に比べ、歌をじっくり聴かせることより、エンター

テインメント性が強くなりすぎているように感じた。放送時間も昔に比べて長く

なっていて、間延びしている印象を受けた。そのせいか、緊張感も感じられなかっ

た。自分がいまの歌をほとんど知らないということも原因かもしれないが、そのよ

うに思った。 

 

○  「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」に関して、スペシャルゲストのタモリさんとマツ

コ・デラックスさんの出番については、最初はおもしろく感じたが、途中で何度も

出てきて、そんなにやり続ける意味があるのかと思った。また、一番疑問に思った

のは採点だ。全国の視聴者審査と会場審査で白が勝ち、白が勝つと思っていたら、

結果は赤の勝ちだった。もしかしたら視聴者からの投票結果を見たゲスト審査員が、

不利な赤のほうに肩入れしてしまったのかもしれないが、今後は視聴者投票の採点

比率を高めるなど検討してほしい。司会者も「赤が勝ったのか」という意外な表情

で、違和感のある終わり方だった。次回に向けては、視聴者が納得しやすい審査方

法を考えてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ご指摘いただいたことは心にズシンと響くことばかりだ。
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紅白歌合戦は、大みそかの日に、多くの世代の人たちに楽しん

でもらいたいという思いで作っている。そのなかで、委員の

指摘のようなこともきちんと検討しなくてはいけないと思っ

ている。紅白歌合戦は、家族そろって見ていただく、見応え

のある、感動できる、そして来年への夢を持てる番組であり、

そう感じていただけるよう、反省すべきところは反省し、ま

た年末に向けて取り組んでいきたい。 

 

○  １月９日(月)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「それでも、生きよう

とした～原発事故から５年・福島からの報告～」(後 10:00～10:49)を見た。震災

４年後から急激に上昇しているという福島県の自殺率、また電話相談にかなり深刻

なものが相次いでいるというような、被災者の今を伝えていた。実際に自死に至っ

た若い夫婦など当事者たちの心の変化、経過を追い、問題提起していた。背景の分

析にとどまらず、ＮＰＯや医療関係者のさまざまな努力も伝えていた。とても重く、

重要な番組だった。熊本地震の被災地を回った時、被災者から「状況が風化してき

ている。現状を全国に広めてほしい気持ちだ」というようなことを言われた。被災

地の今を追い続け、その状況について国民が共有できる番組の重要性を改めて実感

させられた。ＮＨＫにはこの姿勢を堅持し続けてもらいたい。 

 

○  １月９日(月)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災は印象に残った。胸に

迫る重い番組だったが、見てよかった。福島の原発事故の被災者の現状をとらえ、

現実の深刻さを知らせてくれた。どんな困難があっても生きようとした若い夫婦が

自殺してしまったことは、私たちに問題の深刻さを突きつけていた。東日本大震災

のことを忘れ始めていることが、被災者の孤独を深め、命を奪っていくと指摘して

いたが、そのとおりだと思う。被災地での自殺のリスクが高まっているということ

だが、直接的な自殺の防止についてだけでなく、被災者を自殺に追い込む政治的、

社会的背景についてももっと掘り下げてほしかった。コミュニティーの分断、喪失

は、原発事故そのものの結果だと思う。これからも継続して番組を作っていってほ

しい。 

 

○  １月９日(月)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災は、途中から見られな

くなるぐらい胸がいっぱいになった。ぜひ続けてもらいたい。 

 

○  １月１４日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズＭＥＧＡ ＣＲＩＳＩＳ 巨大

危機～脅威と闘う者たち～第３集「ウイルス“大感染時代”～忍び寄るパンデミッ

ク～」はよくできていた。番組で予見していた時代が近々来るのだろうと思ってい
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る。鳥インフルエンザについて、本来、鳥とヒトの間には壁があるはずだが、ほか

の動物が介在し、種の違いを超えて感染者が出ている。対策としてワクチン作りも

動き出したということで、番組自体はすごくよかったが、もう３０分必要だったの

ではないか。それぞれのパートでもう１０分ずつ増やしてもらえばもっと分かりや

すくなったと思う。特にワクチン作りのところだけでももう少し詳しく伝えてほし

かった。話題になったジカウイルス感染症についても、グローバル化した世界では、

日本にやってくる可能性は当然あるだろう。ヒトの移動によりパンデミックが起き

るということも、もう１０分あればもっと深まったのではないかと思う。今まで知

られていなかったような視点をもう少し手厚く配すれば、「ウイルス“大感染時

代”」にどう対抗するのかも含め、もっと見えてきたのではないかと思う。「ＮＨＫ

スペシャル」はＮＨＫの看板番組なので、テーマによって時間の枠を超えて拡大す

ることも検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  時間が足らなかったという指摘は確かにそういう面があっ

たと思う。欲張っていろいろな情報を詰め込み、説明不足に

なったかもしれない。例えばまずは新型インフルエンザに集

中して伝えるなど、シリーズ企画の際には、１回の放送でど

こまで取り上げるのか内容をよく検討したい。また、「ＮＨＫ

スペシャル」は４９分と決まっておらず、もっと長い時間で

放送することもある。１回の放送で何を中心に伝えるのか、

いっそう吟味する。 

 

○  １月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「森の王者ツキノワグマ～母と子の知られざ

る物語～」を見た。オスが繁殖のために子グマを殺す場面は、次の世代のために生

きるのはそれだけ大変なことなのかと思った。本などで知ってはいたが、実際の映

像はすごく迫力があり、心に残った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「森の王者ツキノワグマ～母と子の知られざる物語～」は、題

名を見てほんわかしているのかと思ったが、実際は全く違っており、自然の厳しい

摂理を突きつけられた。次郎という名前のクマは当初オスと思われていたが、メス

だった。そして次郎が出産した子グマを、オスが子殺しし、それが２年続いた。そ

の後、次郎を撮影できなかったが、生きていて何らかの形で子どもを育てていてほ

しいと思った。次郎のその後を知りたくなった。そして動物カメラマンの横田博

さんが２８年ずっと同じ場所でクマを撮り続けていることに感動した。横田さんが

撮り続けた映像は、生態学的にも貴重なデータだと思う。日本だけでなく、世界に
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もこの番組を発信してもらいたい。 

 

○  １月１８日(水)のクローズアップ現代＋「潜入ルポ“不法滞在ネットワーク”～

次々に消える外国人～」を見た。外国人の不法滞在をサポートするため偽造在留

カードなどを用意し、仕事をあっせんする“不法滞在ネットワーク”の存在をあぶ

り出すなど、ＮＨＫならではの取材力を発揮した番組だった。ただ、「潜入ルポ」

というタイトルには違和感を覚えた。管理団体が不法滞在者を摘発する状況に密着

してはいるが、やや過剰な表現ではないかと思う。外国人技能実習生については、

実施企業の法令違反など、根深い問題がある。制度の基本的な仕組み、問題点につ

いては、限られた時間ではあるが、もっと丁寧な説明が前段にあったほうがよかっ

た。そのことで問題の複雑さ、難しさの理解につながったと思う。外国人技能実習

生に関しては、人権侵害にも及ぶ深刻な法令違反が多々発生しており、先の国会で

新法も成立している。そうしたことも含め伝えてほしかった。今後、実習性も含め

た外国人労働者の問題をテーマにした番組を、集中的にシリーズで放送することな

ども検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  外国人技能実習生問題を「クローズアップ現代＋」で取り

上げたのは今回が初めてではない。国際的に日本の技術を移

植するという理念がある一方で、人手不足を補う労働者とし

て使っている一面もあり、過去にそのことによる問題点も伝

えていた。今回の番組でも、そうしたことを踏まえたうえで、

冒頭で基本的な前提をもっと分かりやすく伝えたほうがよ

かったかもしれない。タイトルについては、今後も番組の内

容にふさわしいものになるよう熟慮したい。 

 

○  １月４日(水)Ｅテレで放送したねほりんぱほりん「株で億の金をもうけた“億り

人（おくりびと）”が登場！」と、１月７日(土)の「偽装キラキラ女子」の再放送(総

合 後 11:25～11:50)を見た。両方とも全く知らなかったことを教えてくれた。登

場人物がすべて人形で、聞き手がモグラ、ゲストがブタという設定で、言いたい放

題の番組だ。偽装キラキラ女子は、地方に住んでいるのにあたかも東京に住んでい

るかのようにうその情報をＳＮＳで発信している人で、おくりびとは亡くなった人

をおくる人のことではなく、株などで億のお金をもうけた人のことを言うそうだ。

初めて聞くことばで、人生の幅を広げるような番組だった。これまでになかった発

想の番組でおもしろかったが、当事者が顔を見せず、声も変えているので、どこま

で本当なのかと思ってしまった。 
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（ＮＨＫ側） 

  「ねほりんぱほりん」はエッジが利いた切り口で、ふだん

切り込めないようなところを取材している。顔を出せないよ

うな方々の本音を根掘り葉掘り聞くというのがコンセプトだ

が、指摘のような「どこまで真実か」ということについては、

気をつけて制作している。 

 

  担当者が直接本人と会って取材し、裏も取っている。本人

の顔は出さないし、声も変えているが、言っていることにう

そはない。確認できた事実を放送しており、確認できなかっ

たことは放送していない。 

 

○  １月３日(火)のＢＳ１スペシャル「欲望の資本主義２０１７ ルールが変わる

時」(ＢＳ１ 後 9:00～10:49<後 9:50～10:00 中断ニュース>)は力の入った番組だっ

た。著名な経済学者、ベンチャーキャピタリストなど、さまざまな立場の方々がイン

タビューに応じており、それらを織り上げるような番組だった。中でもトーマス・

セドラチェクさんという経済成長に反対する旗手が大きく扱われていた。さまざま

な経済学者が出ており、さまざまな論点があってしかるべきだが、まとめ方として、

そちらの方向への傾きがやや強かったかのではと思う。こうした重みと余韻を残す

テーマの番組は、インターネットなどでさまざまな追加情報を提供し、視聴者が

ディスカッションできる仕組みなどがあるとよいと思う。いろいろなところで意見

を生む題材なので、そういう場を提供し議論を継続できるとよい。可能性を感じさ

せる番組だと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  経済成長への疑いという視点で去年から継続して取材を重

ね、一つの論点として提示したというのは指摘のとおりだ。

番組では、これからも成長が可能だという意見の方も登場し

た。成長の賛否だけが論点ではないが、今回はセドラチェク

さんの論点にやや重きを置いて作った。セドラチェクさんが

来日されたタイミングで取材できたということもあった。１

回で終わりにすることなく、いろいろな視点から引き続き続

けていきたいテーマだ。 

 

○  １月８日(日)のＢＳ１スペシャル「美術家たちの太平洋戦争～日本の文化財はこ
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うして守られた～」(ＢＳ１ 後 8:00～8:49)は大変よい調査報道だと思った。アメ

リカ軍の資料も調べており、どうやって日本の文化財が守られたのかを解き明かし

ていてよかった。 

  ＢＳ１の「ドキュメンタリーＷＡＶＥ」を何回か見たが、いずれも海外のいろい

ろな動きを教えてくれた。特に１月８日(日)の「チャイナマネーが見る夢～中国 

ベンチャービジネス最前線」では、中国の経済が活力のある姿を示している中にい

ろいろな動きがあることを教えてもらった。日本社会でもそういう動きがもっと進

めばよいと思った。 

 

○  １月２２日(日)のＢＳ１スペシャル「ザ・リアル・ボイス～ダイナーからアメリ

カの本音が聞こえる ＰａｒｔⅡ～」(ＢＳ１ 後 7:00～8:49<後 7:50～8:00 中断

ニュース>)は見応えがあった。いろいろな意味で時宜を得た番組で、楽しめたし、

考えさせられた。 

 

○  年末年始は、番組編成も少し余裕があったのかと思う。ＦＭでは、１２月２８日

(水)から３１日(土)の４日間、「フルトヴェングラー変奏曲～名盤を通して知る大

芸術家～」(ＦＭ 前 7:20～9:20 <28 日のみ前 7:25～9:20>)を放送していた。私は

フルトヴェングラーの大ファンだが、早朝の時間帯の２時間、４日間も放送しても

らえてうれしく思った。ゆったりとした番組、満足できる番組を、引き続きラジオ

というメディアで放送していってほしい。 

 

○  「ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ」で知ったが、横浜市教育長が、同級生に 150 万円

を払わせていた行為について、「いじめという結論を導くのは難しい」と述べたと

いうニュースが気になっている。もっと放送で扱ってほしい。子どもたちを信じた

いが、子どもたちの間で「おごってもらった」と言えばいじめにならないのか、と

なってしまったら、学校現場が大変なことになるニュースだと思う。これで終わっ

てしまうのか、もっと世の中で問題視されるべきニュースではないかと、危機感を

持っている。ＮＨＫにも、もっと掘り下げてほしい。ニュースだけでなく、別の角

度からも取り上げてもらいたい。 

 

○  新宿駅に貼ってあった大河ファンタジー「精霊の守り人Ⅱ 悲しき破壊神」のポ

スターをきっかけに番組を見て、すごくおもしろかった。大々的に宣伝する番組を、

どのように選んでいるのか聞いてみたい。あれだけ宣伝していると、これは見なく

てはいけないと思う人も多いのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 
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  交通広告はふだんＮＨＫを見ていない方にアピールするの

にとても効果的だ。「精霊の守り人」など力を入れている番組

は多くの人に見ていただきたいし、特に若い世代に届いてほ

しい番組については、さまざまな媒体を使ってＰＲしている。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１２月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

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

１４人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２９年度国内放送番組編集の基本計画（案）」の諮問にあたっ

て説明があり、審議の結果、中央放送番組審議会として原案を可とする旨、答申するこ

とを決定した。 

続いて、スポーツ データ・コロシアム「陸上４００ｍリレー＆サッカー川崎・中村

憲剛」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

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

         鎌田  實（諏訪中央病院名誉院長） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         立野 純二（朝日新聞社論説主幹代理） 

         出口 治明（ライフネット生命保険(株)代表取締役会長） 

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

         仲道 郁代（ピアニスト） 

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

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

増田 雅己（読売新聞東京本社常務取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２９年度国内放送番組編集の基本計画（案）について ～諮問～＞ 

 

○  今回の「平成２９年度国内放送番組編集の基本計画（案）」では、前回の予備審議
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での発言の趣旨も踏まえ、検討・修正があったことに感謝する。この編集の基本計画

（案）に沿った方向で編成が計画されることを強く期待する。 

 

○  「編集の重点事項」の部分で、「いま世界は混迷を深め」という表現があるが、世

界がお先真っ暗のようにも見える。この２５年間で世界の最貧困層の実数はおよそ半

分に減っている。「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」のような国際社会の取

り組みもある。放送ではそうした明るい点も取り上げてほしい。また、「国内では少

子高齢化・人口減少、社会保障、経済再生などの課題が山積し」という表現はそのと

おりだと思うが、税と社会保障は一体のものなので、税についても合わせて考えても

らいたい。そして、「判断のよりどころとなる確かな情報と多角的な視点を社会に示

す」とあるが、ぜひ適切に示してほしい。日本以外の先進国でも、少子高齢化など同

じような悩みを持っていると思う。外国の制度がどうなっているのか説明することで、

日本の課題も浮き彫りになる。ふだん番組を見ていて、国際的な比較が少ないように

感じる。以上の３点を今後の放送では配慮してもらえればと思う。 

 

○  各委員の意見を反映し、今回の原案はできている。原案に沿って番組編成が行われ

るという前提で今回の原案を可とし、答申したいと思う。異議はないか。 

 

○  異議なし。 

 

○  原案を可とし、答申することにする。 

 

（ＮＨＫ側） 

  答申いただきありがたく思う。中央放送番組審議会の答申を

いただいたので、１月の経営委員会に「平成２９年度の国内放

送番組編集の基本計画（案）」を提出し、議決を得たい。来年度

の具体的な番組編成を記した「編成計画」については、２月に

予定している審議会で報告させていただく。 

 

 

＜スポーツ データ・コロシアム「陸上４００ｍリレー＆サッカー川崎・中村憲剛」 

（ＢＳ１ １０月２９日(土)放送）について＞ 

 

○  これだけのデータを数値化したことに感激した。リオデジャネイロオリンピックの

陸上男子 400ｍリレーで、なぜ日本が強かったのかが、データがあることで明白に分

かった。特にアンダーハンドのバトン受け渡しのメリットを数値で出していたのがよ
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かった。欲を言えば、２走と３走、３走と４走のデータも出してほしかった。７ｃｍ

の助走区間の変更に関しては、データというよりも主観的な印象で選手が語っており、

落差を感じた。番組はおもしろいのでほかの競技でも見てみたい。 

 

○  データ分析、映像解析の切り口から、説得力をもってスポーツの奥深さ、魅力に迫

る番組だった。400ｍリレーは印象に残る快挙だったので、集中して見ることができ

た。アンダーハンドパスの技術の高さ、パスの位置決めなどについては、レース後に

各テレビ局が取り上げていた。ただ、スタート時の山縣亮太選手のリアクションタイ

ムの速さ、コーナリング技術の高さなども解析しており、解説の朝原宣治さんの話な

ども含め、快挙の要因について納得することができた。飯塚翔太選手のコメントで、

バトンパスの恐怖を乗り越える精神力、メンバー間の信頼関係など、データではない

部分の紹介もよかった。欲を言えば、ほかの３選手のコメントも、ひと言でも撮れれ

ばよかった。 

  川崎フロンターレの中村憲剛選手のパートは興味深く見た。アシスト数は一般的な

データだが、ペナルティーエリア内に通したパスの数、得点につながった浮き球のパ

スの数などはなかなか見られないものだ。選手の動きを示す映像の解析も含め、分か

りやすくサッカーの魅力を伝えていたのではないか。中村選手の空間をイメージする

能力の検証や、川崎フロンターレの攻撃力のベースがどこにあるかなどをうまく表現

していた。全体的に、選手、ゲストのコメントをうまく挿入し、多角的な角度からス

ポーツの魅力に迫るよい番組だと思った。映像の部分、データの部分、選手とゲスト

のコメントの部分のバランスが取れていたと思う。データの部分の取り扱いに重きを

置きすぎるとマニアックな方向に行きかねない。データ、映像解析は大きな切り口な

ので外してはいけないと思うが、どういう形でバランスをとるかを考慮するとよい。

今回の二つの競技からは、「自らの弱み、ハンディキャップを乗り越えるための創意

工夫、努力が共通して浮かび上がった気がする。二つの競技を取り上げるのであれば、

共通項的に浮かび上がるようなテーマをもっと強くアピールできるとさらに興味を

引けるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  陸上 400ｍリレーについては、画像によって選手の位置情報

を認識し、時間の変化でスピードを割り出すアルゴリズムを用

いたが、画像が拡大・縮小されると縮尺が変わり、データの整

合性が取れなくなるため、使用できる映像が限られていた。唯

一データを取れたのが１走と２走の部分だった。ご指摘のとお

り、飯塚選手以外の選手のコメントも欲しかったが、スケジュ

ールなどさまざまな事情で実現しなかった。選手に実感を語っ
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てもらうことで、データの裏づけとなり内容に厚みが増し、よ

り立体的になるだろう。 

  競技をまたいで共通するテーマの設定については、志向はし

たい。ただ、あらかじめ設定することは、その競技の結果次第

で番組の構成が大きく変わってしまう側面もあるため、容易で

はない。 

 

○  楽しく見ながらも、見終わるとなるほどと思える、ＮＨＫが得意とする番組だと

思った。中村選手が俯瞰（ふかん）する視点は、アスリートだけでなく、すべての職

業人にもその能力があればよいと思った。「天才は人に教えることができない」とよ

く言われるが、そうした天才を番組で解析してもらえるとよいと思う。天才が、他人

に伝えることのできなかったノウハウを伝えられるような気がする。 

 

○  陸上 400ｍリレーの日本チームの秘密がデータで明かされ、おもしろかった。あれ

だけのデータ解析をし、世界中に教えてしまってもよいのかとも思った。チームを大

切にする日本と、個々の能力を大切にする海外の違いがとてもよく見えた。もしかす

ると日本社会と似た形なのかもしれないと思った。チームが銀メダルをとったのは

個々の努力の結果だが、トップアスリートがバトンパスの練習もすることが日本の強

みだ。これから個々の走力がさらに向上したとしても、日本はチームで取り組むので

はないか。そこに期待したい。サッカーのことはよく分からないのだが、中村選手の

空間認識の能力に脱帽した。本当に頭の中で見えているのだろうかとも思った。パス

を出す瞬間の科学的なデータも見たい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  天才を解析するのは難しい部分があるが、データは私たちが

気づかないことを語ってくれる。スタジオなどでアスリートの

ゲストにデータを見せると、「そうそう、これこれ」と言ってく

れることがある。データがあるから、トークの密度も濃くなる

のだと思う。天才の能力の一端はそういう部分で紡いでいける

かもしれない。またデータをあれだけ明らかにしてよいのかと

いうことについて、日本の陸上界は、２０年近くバトンパスの

研究をやっていて、論文も発表している。その積み重ねが、今

年、実を結んだ。今後、ほかの国も対策してくるだろうと分か

りながら、さらに上を行く自信があるそうだ。そこは日本が一

枚うわてという風に感じる。データの取得や扱いに関してはい

ろいろなハードルがあるが、うまく取材していきたいと思う。 
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○  データで検証しつつも、見えてくるのは人間ドラマというか、選手の工夫、技の部

分で、そこがおもしろい。スポーツの結果などは、インターネットで瞬時に情報が入

る。そんな中、新しいスポーツの楽しみ方、味わい方を提示してくれたのだと思う。

実際にアスリートや専門家が出てきて話をするので、単なるデータが、生きたものに

なる。深夜に放送している番組だが、こういう番組こそ、日中に放送してもらいたい。

結果だけを求めるのでなく、プロセスがいかに大事で、どれだけ細かな工夫が重ねら

れているのかということを、小学生、中学生などにも知ってもらいたいと思った。深

夜だけでなく、そうした人たちに見られやすい時間帯にも放送してもらいたい。 

 

○  私はスポーツに関して無知で、数字も苦手なので、データで示されることがどうい

うことなのかと思いながら見た。そんな私でも引き込まれたのが、宇宙のような、未

来感のあるセットだ。中央に置いてある大きなスマートフォンのようなモニターもお

もしろいと思った。サッカーをやっている子どもたちはワクワクするのではないかと

思った。私はスポーツを積極的に見るほうでもないので、アスリートの心情、ドラマ

などがあると入り込める気がする。そういう意味で、ゲストの朝原さんがバトンパス

について「信頼関係」と言っていたのが印象的だった。いろいろなデータ分析がある

が、「信頼関係があってこそ」という経験者の声が入っていたのがよかった。フロン

ターレの中村選手にしても、サッカーに対する思いを語っている部分で、データが

いっそう輝いて見えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  データだけでない、人間ドラマの部分にもこだわっている。

今まで取り上げた競技は、よい結果が出た、勝負に勝った、と

いうようなケースが多いが、勝負に負けたケースも取り上げた

ことがある。選手たちは負けたことからも学んでおり、次の試

合に向けてデータが活用されている。そのあたりは取材してい

てさすがと思わされた。そういう選手の気持ちの部分もしっか

りと伝えたいと思っている。セットについては、かなり工夫し

ている。中央のモニターは、大型のテレビに赤外線センサーの

ようなものを開発して取り付け、スマートフォンのようなタッ

チパネル機能を持たせている。テクノロジーによって、スタジ

オでの見せ方も見え方も変わるということに挑戦したい。 

 

○  陸上 400ｍリレーのアンダーハンドパスのメリットなどは、オリンピック競技当日

からいろいろと解説されていたので、改めて取り上げるのはどうかと思った。しかし、
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あれだけの精緻なデータを見せられると、説得力があり、改めて感動した。サッカー

では、中村選手が「ここから先は脳解析をしないと分からない」と言っていたのが印

象的だった。中村選手には本当にそういう空間イメージが見えているのだろうかと

思った。チームメイトの大久保嘉人選手と小林悠選手とイメージを共有しているとい

うことについても、パスの成功率などのデータはあっても、本当に共有しているのか

どうかまでは分からない。データだけでは分析できないスポーツの奥深さ、おもしろ

さを逆説的に印象づけられた気がして、楽しく見た。 

 

（ＮＨＫ側） 

  中村選手のイメージは感覚に近い部分だと思う。選手間での

イメージの共有に関しては、大久保選手と小林選手にも話を聞

けば、中村選手と同じような答えが返ってきたのではないかと

思う。「あのときはこうだった」という共通の認識が証明できた

かもしれない。今回はそこまで取材できなかったが、今後はそ

ういうこともうまく取り込み、取材を深めたいと思う。 

 

○  子どもに見せたい番組だ。絶対にスポーツが好きになると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  私たちも同じ思いでいる。ご意見をありがたく思う。 

 

○  中村選手の俯瞰イメージの話も、400ｍリレーのスタート位置７ｃｍの差の話も、

あまり科学的ではないように思えることを言っているのだが、普通の人には分からな

い、スポーツ選手の深い世界が見られておもしろかった。ただ、タイトルが分かりに

くいと思う。すごくよい番組なので、たくさんの人に見てもらうために、ひと工夫あ

りうるのではと感じた。 

 

○  今回視聴するまで、これだけおもしろい番組があるということを知らなかった。こ

うしたおもしろい番組があることを、受信料を支払っている視聴者にいかに伝えるか。

そこがＮＨＫの弱点ではないかという気がする。民間放送では、番組の最後の２、３

分を使って宣伝するなど、うまくやっていると思う。番組を伝える努力も必要だ。こ

れだけおもしろい番組を知られていないことは恥ずかしいぐらいに思って、何か考え

たほうがよいのではないか。それはＮＨＫの大事な部分だ。見る人が増えれば視聴率

も上がる。そうすれば受信料もいただきやすくなる。そこはきちんと考えないといけ

ないのではないかと感じる。 
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（ＮＨＫ側） 

  番組を見てもらうためのアクションを番組側がもっと出さ

なければいけないと思う。番組の演出の部分でいうと、データ

はきっかけであり、選手の人間としての部分、勝負の“あや”

というようなファジーな部分を、どれだけ明瞭にするかという

課題を改めて感じている。技術的には、映像がより高精細になっ

てきているなど、今後はもっと細かいデータを取ることができ

るようになるだろう。テレビの世界も新しい技術をどんどん投

入し、細かい機微に分け入ることができるのではないかと思う。

これからもさまざまな技術と向き合い、人間を描くことに取り

組んでいく。 

 

  ＰＲの問題は、委員のおっしゃるとおりだ。制作者は全力で

番組を作っており、いろいろなよい番組がある。すべての番組

を視聴者の皆さんに知っていただくことができず、歯がゆく

思っている。テレビでスポットを出すのが効果的だが、それ以

外にインターネットを通じてのＰＲには大きな可能性がある。

ジャンル、内容によっては、とても大きな効果を発揮すると思

う。昨日最終回を迎えた大河ドラマ「真田丸」に関しても、放

送前の夕方５時から放送終了まで、３７万件以上のツイートが

飛び交ったそうだ。ＳＮＳを利用する世代の方々にも、それだ

け応援していただき、ＳＮＳ上で最終回の別れを共有するよう

な、気持ちの通い合いも見られた。今回の「スポーツ データ・

コロシアム」も若い人の興味を引くと思う。リオデジャネイロ

オリンピックでは、ハイライト動画のインターネット配信に取

り組んだが、陸上男子 400ｍリレーは最も再生回数の多い競技

の一つだった。バトンパスなど選手の秘密を戦略的に提供し、

インターネットでＰＲしたりすれば、今回の番組視聴にもつな

がったかもしれない。新たなＰＲ戦術を考案し、工夫を重ね、

より多くの視聴者に番組を知っていただける努力を続ける。 

 

  番組のタイトルについても、よい案が出るか、一所懸命考え

てみたい。 

 

○  改めて学ぶところも多く、これからも見続けたい番組だと思った。ただ、陸上 400

ｍリレーは、もう少し早いタイミングで放送してほしかった。さまざまな事情があっ
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たことを拝察するが、視聴者のオリンピックへの熱が冷めないうちに見てもらえれば、

なおよかったと思う。 

 

○  大変おもしろく見た。一つの枠で二つのテーマを扱わなくても、放送時間を短くし

て一つのテーマにすれば、もっとよい時間帯に編成できるのではないか。陸上 400ｍ

リレーとサッカー、両方ともおもしろかったが、二つの競技を一度に放送する必要も

ないと感じた。テーマに関してだが、サッカーのゴールキーパーの精神状態と運動能

力の分析をするとおもしろいのではないか。試合を見ていると、ペナルティーキック

の時にどちらに飛ぶのかなどが気になる。その技術について知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  いずれ、ゴールキーパーについては取り上げてみたい。テレ

ビの中継では、シュートを防ぐシーンが目立つが、実はテレビ

に映らないところでもかなり複雑な動きをしている。うまく実

現できればよいと思う。 

 

  １回の放送で二つのテーマを扱うのはもったいないのでは

ないかという励ましのことばをいただいた。一方で、一つのテー

マで５０分できるのも理想かとも思う。テーマをもっと深く描

く努力もしなければいけないと思った。貴重なご意見をありが

たく思う。 

 

○  引き続き多くの人たちに関心を持っていただける番組を作ってもらいたい。また、

多くの人が見られる時間帯に放送されることを期待したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  日ロ首脳会談に関する報道について。国民の間には領土交渉で何らかの進展がある

のではないかと大きな期待が高まったのは確かだと思う。それが今回の結果になり、

期待と現実のずれがどこにあったのか。メディアの報じ方は適切であったのか、考え

直すよい機会だろうと思う。日ロ首脳の共同会見のあった１２月１６日の報道につい

ては、いつもよりも注意深く見た。日ロ共同会見については、同時通訳がひどく、プー

チン大統領の発言は全く要領を得なかった。なぜそういうことが起きたのかを考えて

もらいたい。それ以上に今回の報道に大きな疑問を持ったのは、ロシアの厳しい姿勢

についての視点が足らなすぎたのではないかということだ。共同会見の後の「ニュー
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ス シブ５時」での、「結局、どちらが主導権を取ったのですか」というアナウンサー

の質問に対して、政治部の記者の発言は、何が起きたかを報道する側としては日本の

立場に寄りすぎているように見受けられた。その日の「ＮＨＫニュース７」では、共

同声明の内容は確かに報じていた。ただ、結局、領土交渉に進展があったのかどうか

がよく分からないままに報じられているように思った。途中で元島民の方が出てきて、

「領土交渉に具体的な進展はなかったけれども、安倍首相の努力には感謝したい」と

いうような発言があった。そこで初めて領土交渉は実質的な進展がなかったと分かっ

た視聴者も多かったのではないか。ロシア側の厳しい姿勢や、自民党幹事長の「がっ

かりした人も多かった」という発言、当初の国民の期待とは異なる結果であったこと

が、「ＮＨＫニュース７」ではあまり取り上げられていなかったように思う。二国間

の交渉なので、冷徹に、多角的に双方の言い分を伝え、何が進展し、何が進展しなかっ

たのかを分かりやすく客観的に報じてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  日ロ首脳会談については評価が難しいと思う。今回は共同経

済活動と島民の自由往来を拡大するということで合意した。こ

うした新しいアプローチをどう評価するのか、ということだ。

安倍総理大臣のことばでいうと、７０年間、１ミリも領土問題

は進展していない中、新しいアプローチで経済面を強化すると

いう手法を取った。そのことをどう評価するかは見方の分かれ

るところだと思う。領土が返ってくるという明言はなかったが、

新しいアプローチがこれからどう進展していくのかは、現時点

ではっきりと見通せない部分でもある。そんな中、今回の日ロ

首脳会談がよかったという立場だけで伝えたとは考えていない。

首脳会談前の、プーチン大統領の「われわれに領土問題は存在

していない」という発言など、ロシア側の厳しい態度もニュー

スで取り上げている。自民党幹事長の「がっかりした人も多かっ

た」という発言や、元島民の声、街の声、各党の反応など、い

ろいろな人の声を拾い、伝えている。これからも事実を多角的

に提示し、視聴者に判断してもらうための材料を、丁寧に伝え

ていく。一刀両断にこういう結末だったと言えるほど簡単な状

況でないと受け止めている。 

 

○  交渉で得たもの、得られなかったもの、両者が示した立場などを考える材料を、視

聴者に最大限に示しただろうか。日ロ共同会見から「ＮＨＫニュース７」に至るまで

の与えられた材料の中では、ロシアがどれほど厳しい態度で臨んでいたのかは網羅さ



10 

れていないと思う。ロシア側が、共同経済活動はロシア主権のもとで行うという姿勢

で一貫していたことなど、会見後の報道で視聴者に伝わっただろうか。とりわけ政権

側が示している見方がプレゼンされていたと思う。 

 

○  そのような見方もある。私は交渉が始まる前からそんなに簡単に進展はしないし、

首脳が２人で話す中でいろいろなことがあるはずで、すべては報道には出ないだろう

と思って見ていた。そういう報道だろうと思っていたので、違和感はなかった。ほか

の報道も見ていたが、バランスを失しているようには見えなかった。先ほどの委員の

ような見方もあるということも、頭の中に入れておいてもらえればと思う。 

 

○  日ロ首脳会談に関連して、１２月１８日(日)のＮＨＫスペシャル「スクープドキュ

メント 北方領土交渉」を見た。ロシアが日本に近づいてきたのは、ロシアとアメリ

カのオバマ政権との関係が良好でないのでくさびを打ち込もうという普通の外交政

策かと思う。トランプ次期大統領はオバマ大統領とは違うことを言っているので、今

とは違い、トランプ政権とは交渉の余地があるかもしれないとロシアが思ったとすれ

ば、ロシアにとっての日本の外交カードとしての価値は下がることになるだろう。ト

ランプ政権が誕生すれば、地政学的な力学は変わる。番組では、そこも考えなければ

いけないと伝えてほしかった。そこはもったいなかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組は日ロ首脳会談に向けた交渉がどう進むのかに焦

点を当てた。トランプ次期大統領の誕生で力学がどう変わるの

かについての委員の指摘ももっともだと思う。トランプ大統領

の誕生で世界がどう動くのかという視点も持ち、ニュース・番

組で伝えていく。 

 

○  ＮＨＫのウェブサイト「ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ」をよく見る。「アメリカ大統

領選挙２０１６」というコーナーで、アメリカ大統領選前後の情報を集約している。

今後もぜひ継続していってほしい。アメリカ大統領選挙の結果は、メディアの存立を

問うような重要な事象であり、さまざまなことをわれわれに突きつけていると思う。

冷戦崩壊以降の大きな転換期を迎えている可能性もあると思う。一つの番組で伝えき

れたか伝えきれなかったかという話も必要だが、継続的に追う仕組みが重要だ。限ら

れた放送の枠の中だけでなく、インターネットを通じて、継続的に情報を発信し、深

め、いろいろな視点を盛り込むというアプローチが可能な時代だ。「ＮＨＫ ＮＥＷ

Ｓ ＷＥＢ」のなかでも、アメリカ大統領選挙、日ロ交渉の成否など、継続して内容

を深めていくアプローチも追い求めてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ」には、「ＷＥＢ特集」「Ｎｅｗ

ｓ Ｕｐ」などの企画のページがある。政治的な問題だけでは

なく、最近では、妊婦がマタニティマークを着けづらくなって

きている問題なども「ＷＥＢ特集」で展開し、非常に多くの反

響・アクセス数があった。第２弾、第３弾と継続的に取り上げ

ている。それがネット上でも広がっている。政治的な課題も、

国際的な課題も、身近な課題も、「ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ」

では継続的に取り上げていく。 

 

○  １１月６日(日)のＮＨＫスペシャル 廃炉への道２０１６「調査報告 膨らむコス

ト～誰がどう負担していくか～」を見た。「調査報告」と銘打っているが、番組に出

てくるさまざまな数字を一つ一つ見ると、放送時点でほとんどが公表済みのものだっ

たのではないか。「調査報告」で初めて明らかになったというふうに放送するのはど

うかと思った。費用負担の枠組みの説明についても、国民が何も知らないうちにかす

め取られているという印象を強く受けた。賠償金のための電力会社の負担金について

は電気料金の原価に算入されている、除染事業に税金が一部投入されていることなど

は、周知の事実だ。一つ一つをまとめ、全体像として国民がどのぐらい負担している

のかという姿を示すことは重要だ。政府が説明不足であったことも否めないと思う。

ただ、番組内で問いかけのあった「その点についてメディアがきちんと伝えていたで

しょうか」という指摘はまさにそのとおりで、そこにこそ問題がある。国民がだまさ

れているという印象を与える番組づくりに違和感を覚えた。子、孫の世代までコスト

を負担しなければいけないというくだりが最後にあったが、そこに本筋とは無関係な

福島県の被災者の家族が出てきた。子、孫の世代まで負担しなければいけないのは被

災地の人だけではない。むしろ東京電力管内にいる消費者のほうが、東北電力管内の

福島の人たちより多く負担しなければいけない部分もある。番組を作った人の感情移

入が過ぎているような印象を受けた。原発廃炉のコスト問題は重要なので、感情的に

現状を批判するだけでは生産的でない。冷静に視聴者が考えることができる材料を提

供するのがＮＨＫの務めだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  公表済みのデータだったのではないかという指摘について

は、きちんと制作現場に確認してからお答えしたい。東京電力

や国が提示していた数字がどんどん膨らんでおり、その全容に

迫りたかった。費用負担については、最低でも４０年にわたる
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長いスパンで国民が負担しなければならず、その枠組みを知っ

たうえで議論しなければいけないということを、改めて提示し

たかった。それぞれの情報は断片的にはすでに伝えられている

こともあるかもしれないが、その全容に近づきたいということ

で制作した。番組の最後に出てきた福島の家族については、被

災者の立場の視点、被災者の声も必要だと判断した。 

 

○  １１月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「追跡 パナマ文書 衝撃の“日本人７００

人”」を見た。ＮＨＫが取材しなければ出てこなかっただろう事実ばかりだった。「パ

ナマ文書」というと、お金持ち、あるいは権力者が自分たちの権益を守るために外国

で悪いことをしているのだろうという程度にしか、世間では認識されていないと思う。

しかし、今回のＮＨＫの取材で、市井の人々が個人情報を盗まれ、勝手にペーパーカン

パニーをつくられたうえ、マネーロンダリングなどが行われているということが明ら

かになった。いつ、誰が、どこでそんな被害に遭うかわからないという、底知れない

危うさを秘めた問題に迫り、大変すぐれた調査報道だった。構成についても、結論を

先に提示するのではなく、取材の過程を見せながら進行していくことで、引きずり込

まれるような臨場感があった。番組の終盤で、仲介業者の意をくんで香港でペーパー

カンパニーを作ったとされる女性らも出てきたが、そこにたどりつくまでには大変な

努力と苦労があったのだろうと想像する。新聞もテレビも、経営的に苦しい中で調査

報道に手が回らなくなり、ジャーナリズムが弱体化しているといわれている状況があ

る。そんな中、ＮＨＫが時間と労力を割き、こうした事実を発掘したことをうれしく

思った。引き続き、投資会社の社長のお金はどこに行ったのか、ペーパーカンパニー

を作った仲介業者は何者なのかなど取材を続け、続編に期待したい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「追跡 パナマ文書 衝撃の“日本人７００人”」はよかった。

手間暇をかけた取材で、知らないうちにペーパーカンパニーの設立人になっていた一

般人を追跡するのは意義があった。これからも取材を続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  評価していただきありがたく思う。投資会社のお金がどこに

行ったのかということや、ペーパーカンパニーをつくった会社

の正体までは突き止められていない。ＮＨＫだけでなく、国際

的に協調する取材体制の中、どこまで迫れるか分からないが、

さらに取材を深めていく。 

 

○  １２月１０日(土)のＮＨＫスペシャル「ボブ・ディラン ノーベル賞詩人 魔法の
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言葉」を見た。ノーベル文学賞の授賞式直前の放送だった。ボブ・ディランが３０年

以上もインタビューを受けていないという厳しい状況で、ボブ・ディランはどんな人

間なのかが見えてきた。膨大なメモ、ことば遊びのような記録の断片から、彼が詩人

であることが分かってきた。放送のタイミングもよかったが、ノーベル文学賞の授賞

式の後でもよかったかもしれない。というのも、ボブ・ディランは授賞式を欠席した

が、代わりに長いスピーチを発表した。もし授賞式に出ていれば、その様子はテレビ

のニュースのために短く編集されてしまったかもしれないが、出なかったことで、ス

ピーチの全文が新聞などを通じ世界で読まれている。そうしたことからも、彼がいか

にことばを大切にしており、大事なことを伝えたかったのかが分かる。彼を詩人とし

て扱うことに違和感を持つ人もいるので、なぜ詩人として評価されたのかがもっと分

かるとよかった。また近年、どんな人がノーベル文学賞を受賞しているのかといった

周辺取材や、毎年日本人が期待している村上春樹はなぜ受賞しないのか、なぜ村上春

樹でなくボブ・ディランなのか、そういったことを深読みすれば、もっとおもしろく

なったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ボブ・ディランの詩というと、社会的なもの、反戦的なもの

として語られがちだが、その先にある文学性というか、根本に

何があるのかということに、新発見の資料で迫りたいという志

で制作した。ディレクターも努力したが、ボブ・ディランは奥

深かった。委員が話したような評価もあるし、褒めてくれる方

もいる。今後機会があれば、ボブ・ディランだけでなく、ノー

ベル文学賞のことも取り上げられればと思う。 

 

○  １２月１１日(日)のＮＨＫスペシャル「自閉症の君が教えてくれたこと」を見た。

自閉症の作家・東田直樹さんについて特集した番組だが、２年前に放送した前作「君

が僕の息子について教えてくれたこと」はとても心に残る番組だった。前作で、自閉

症に対する考え方が変わったが、今回の放送では、自閉症者のいろいろな生き方を

いっそう学ぶことができた。東田さんは、文字盤を使うことで自分の気持ちを豊かに

表現することができ、多くの自閉症者、家族が救われたと思う。東田さんのことばに

はまったく飾り気がなく、本当に素直に気持ちを表現していた。前作から担当してい

る３０歳代のディレクターががんになってしまったことに驚いた。そのディレクター

が、同じハンディキャップのある者同士として東田さんに意見を求めるシーンで、東

田さんが「自閉症者としてではなく、作家である今の自分に注目してほしい」という

気持ちを表していた。ディレクターよりも東田さんの訴えに共感した。また、交流を

続けるアイルランドの作家・デイヴィッド・ミッチェルさんが、自閉症の自分の子ど
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もに友達ができるのか不安を打ち明ける場面での、東田さんの「僕は友達がいないが、

不幸に見えますか。友達がいないとかわいそうで気の毒だと思っている人たちの勘違

いです」というようなことばにも共感した。そして、東田さんが、認知症の祖母に対

し「おばあちゃんは変わっていない。不幸だと決めつけたのは自分も含めた周りの人

ではないか」という確信にたどり着いたことも、「自閉症の君が教えてくれたこと」

だと思った。東田さんは長編小説に取り組んでいるそうで、将来、どんな作家になる

のか楽しみだ。何かの機会に第３弾を制作し、ハンディキャップがあってもみんなが

幸せになれるということを伝えていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  前作の「君が僕の息子について教えてくれたこと」は、自閉

症者がどんな世界を見ているのかという、私たちの知らない自

閉症者の内面を掘り下げた。今回は、東田さんがよりコミュニ

ケーションの輪を広げ、認知症の祖母や、ミッチェルさんの息

子など、ハンディキャップのある人たちと世の中との橋渡しを

しようと活動している一面を取り上げた。ディレクターのがん

の話もその一環だ。東田さんの活動がこれからどう向かってい

くかにもよるが、よいタイミングがあれば第３弾も考えたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「自閉症の君が教えてくれたこと」はすばらしかった。先の委員

の発言にもあったが、東田さんの「作家として見てほしい」という訴えは、障害をテー

マにした番組を作るうえで重要なことだと思う。私たちはハンディキャップのほうに

どうしても目が行きがちだが、当事者たちもそのハンディキャップを個性として持っ

ていながらも、それ以外の個性、能力を見てほしいという要望が当然ある。これから

もそのバランスを注視していきたい。 

 

○  １２月１２日(月)から４夜連続で放送したＮＨＫスペシャル「ドラマ 東京裁判」

(総合 後 10:25～11:20 <初回のみ 後 10:25～11:25>)を見た。東京裁判の受け止め方

は日本国内でも意見が分かれる部分がある。扱いが難しい題材を、新事実の発掘も含

め、ＮＨＫとして真摯（しんし）に取り組んだ見応えのある番組だった。１１人の判

事たちの思惑、葛藤、対立に焦点を当てており、裁判の裏側というよりも、裁判の本

質を描いているとも思った。それぞれの判事のバックグラウンド、ＧＨＱとの関わり

なども描き、判事たちがどう裁判に向き合ったのかについて、理解を深めることがで

きた。裁判の焦点となった、平和に対する罪をめぐる事後法の遡及（そきゅう）的適

用の是非についての論点、裁判の流れは複雑だったが、分かりやすく編集されていた

と思う。日本ではどうしてもパール判事に焦点が当たるが、オランダのレーリンク判
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事を中心に描いたことで、より立体的に、理解が深まる作りになっていた。地味なド

ラマだが、当時のニュース映像、法廷の実写フィルムなども活用し、時代感をうまく

表現しており、学びながら考えさせる番組だったと思う。いま直面する国際的、国内

的な課題にもつながる現代史の出来事に関して、新証言、新資料が出てきているもの

もある。今後も、ＮＨＫの取材力で検証し、報道番組あるいはドラマという形でも、

視聴者に提供してもらいたいと強く思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ドラマ 東京裁判」は４夜続けて見ないといけないため視聴の

ハードルが高かったが、質の高い番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ドラマ 東京裁判」は構想から数えると完成までおよそ８

年かかっている。2007 年に、ＮＨＫスペシャル「パール判事は

何を問いかけたのか～東京裁判・知られざる攻防～」でパール

判事を主人公に東京裁判について放送したことが起点となって

いる。現代史に関わる資料は、今だから出てくるものもずいぶん

ある。今回の番組でもそうした資料を駆使した。ドラマがよい

のか、ドキュメンタリーがよいのか、さまざまな方法があるが、

現代史の発掘には今後も取り組んでいく。 

 

○  １１月２８日(月)に放送した、ブレイブ 勇敢なる者「えん罪弁護士」(総合 後

10:25～11:14)を見た。痴漢で逮捕された教員を弁護し、一審で有罪になるものの、

映像をさらに詳しく調べ、二審では無罪を勝ち取った。放火の容疑について、実際に

火災実験をして無罪を証明した。いずれもすばらしい弁護士活動だ。収入は少なくと

も、日本の司法の信頼性を守るためにえん罪の弁護に努めている。そういう人たちを

取り上げたのはよかった。 

 

○  初回放送が１０日１０日にあった「香川照之の昆虫すごいぜ！」(Ｅテレ 前 9:00

～9:30)という番組を偶然見た。俳優の香川照之さんが、カマキリの着ぐるみで真剣

にバッタを捕まえていた。香川さんの昆虫への情熱を見て、自分はもう生きていけな

いと思っているような人が、「あすは頑張りたい」と思ったりするかもしれないと、

ふと感じた。テレビの向こう側にいる人たちは不特定多数だ。不安定な時代、不安の

中で生きている人たちも番組を見ている。常にそういう意識で、誰が見ていてどう思

うかということを想像して番組を制作してほしい。ただおもしろいだけでなく、意味

のある番組だったと思う。 
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○  １１月２７日(日)のドキュメンタリー映画「“ベガルタ”～サッカー、震災、そし

て希望～」（ＢＳ１ 後 10:00～10:50）を見た。東日本大震災後、Ｊ１残留さえ危ぶま

れたチームが、サポーターの熱意もあって劇的な勝利を続けているという内容だった。

サッカー選手と一緒に遊ぶ子どもたちの笑顔はたいへん生き生きとしていた。「ＮＨ

Ｋスペシャル」以外にも大変よい番組をやっていると感心した。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
 



1 

平成２８年１１月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

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

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組の種別および種別ごとの放送時間（平成２８年４月分 

～９月分）について、また平成２９年度国内放送番組編集の基本計画（案）～予備審

議～について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

   委 員      大島 まり（東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         立野 純二（朝日新聞社論説主幹代理） 

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

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

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

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 

（主な発言） 

 

＜平成２９年度国内放送番組編集の基本計画（案）について ～予備審議～＞ 

 

○  「編集の重点事項」の項目に、被災地の復興支援に関する記述を継続して入れた

ことはありがたく思う。私は、東日本大震災の直後、会津若松の観光客が減ったこ

とにがく然とし、その風評被害を、身をもって感じていた。そんな中で、大河ドラ

マ「八重の桜」により、一挙に観光客が復活した。会津若松と同じようなことは、

これからもさまざまな災害などで起こりうると思う。すべての県に「大河ドラマ」

を持っていくわけにもいかないだろうが、ＮＨＫがさまざまな形で報道することで、

視聴者に安心感をもたせ、信頼のおける情報が正しく伝わることを肝に銘じてほし

い。今後も、正しい報道、被災地の支援に資する番組を作っていってほしい。 
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○  全体としては分かりやすい方針だ。「編集の基本方針」は重要な思想の部分に当

たると思うが、ＮＨＫの公共放送としての使命に関する記述については、公平・公

正、正確・迅速な報道、放送の自主自律、不偏不党、そういった文脈とつなげると

理解が深まるのではないかと思う。 

  また、前回の「編集の基本方針」で「公共の福祉や社会の健全な発展」とあった

記述については、ＮＨＫの決意、使命をより明確にするため、今回も同様の表現で

記述するほうがよいのではないかと思う。特に健全ということばは入れたほうがい

いと思う。国民の価値観が多様化し、より複雑化する中で、何が健全なのか、何を

もって健全とするのか、どのような社会を目指すべきなのかを模索する時代になっ

ている。そのための議論の場を提供することが、公共放送としての重要な役割の一

つではないか。そのことを踏まえた記述を検討してほしい。ネット社会において質

の高い議論の場はどんどん狭まっていると感じる。同時性も含め、テレビの役割と

して、そうした空間を用意することは重要だと思う。 

  また、「幅広く楽しめる番組」という表現について、放送は楽しめることも重要

だが、エンターテインメント性だけが際立つことなく、知ること、学ぶことも含ん

だ表現を意識してほしい。 

  「編集の重点事項」の部分では、社会保障、今後の社会のあり方を考えるうえで、

「少子高齢化」と「人口減少」の二つをきちんと記述するべきではないか。また、

「総合テレビジョン」の部分に、「社会の指針」ということばがあるが、上から目

線の感じが否めない気がする。指針を出せればよいが、指針を出せないこともかな

り多いのではないか。指針につながるようなさまざまな論点を公正に伝え、その中

で国民自らが進むべき道をしっかり考えるための材料を提供することが、ＮＨＫの

大きな使命ではないかと思う。表現も含め、検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  いずれも考えなければいけないポイントだ。反映できると

ころは反映し、このままの表現を残す部分があるのであれば、

きちんと説明する。検討させていただく。 

 

  「社会の指針」ということばについての指摘は重要なこと

だと思う。「上から目線、下から目線」ということではなく、

ＮＨＫは視聴者をどちらに向けて走らせるということは全く

ない。ニュース・番組を見て、視聴者が自ら判断できること

が、われわれの大きな義務の一つだと考えている。 

 

○  社会問題になっている消費者問題についての報道の必要性をどこかに記述して
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ほしい。全国の消費生活センターへの消費者の苦情相談が年間で９０万件以上もあ

り、今年度の「消費者白書」によると 2015 年の消費者総額・トラブル額は６．１

兆円とのことだ。そのお金が正しい市場に使われたならば、いかに市場が活性化す

るかというほど大きな額になっている。少子高齢化が進む中で、成人年齢が１８歳

に引き下げられるかもしれない。そのとき、１８歳、１９歳が悪質な商法の標的に

なる懸念もある。そのことも含め、きちんと報道してほしい。消費者問題の報道の

必要性に触れていただければと思う。 

  また、総合テレビジョンの編集のポイントの部分で、東京オリンピック・パラリン

ピックに関する記述がある。視聴者の中には、オリンピック・パラリンピックの日

本開催にさまざまな理由から異論、反論を持つ人がいる。日本全体がオリンピック

景気に踊らされているような感じで、みんなが喜んでいるとは思えないという話も

よく聞く。２１世紀に入り、価値観が多様化し、一枚岩ではいかなくなってきてい

るという意見もある。反対意見にも配慮し、公共放送としての役割につなげてもら

えればと思う。 

 

○  「各波の編集方針」などでもあまり積極的に取り扱われていないが、デジタルと

いえばインターネットであり、インターネットの中でもモバイルであり、それらを

顕在的に扱うことが大切な時期に来ているのではないか。「Ｉｎｔｅｒ ＢＥＥ 

２０１６」という国際放送機器展で議論されていたのは、リアルタイム視聴をしな

い人たちをどうキャッチアップするかということだ。その人たちはコンテンツを見

ていないのではなく、テレビなどの番組の良質なサポーターであるケースもあり、

そうした人たちにどのようにアプローチするかということが重要だ。大きなポイン

トでは、民放の人気番組はリアルタイム視聴よりも録画再生等で見られる視聴率が

高いと調査でも出てきている。インターネットが若い視聴者のテレビ離れの橋渡し

をすることについて、熱い議論が交わされていた。それと比較すると、「各波の編

集方針」では随所にインターネット、デジタルということばは出てくるが、主役の

ポジションにはなっていないと思う。そのあたりは積極的な取り組みをしていただ

けるよう、切に期待している。 

 

○  先日、高専ロボコンの公開収録に行ったのだが、外部動画投稿サイトなどとも連

動し、現場のもようをライブストリーミングしていた。会場では暗くて細部までは

見えにくいものが、ライブストリーミングであればスマホのアプリなどを通じて手

元でよく見える。そのコンビネーションがすごくよかった。その場にいない人にも、

アプリを通じてライブ感覚で、場の臨場感を伝えられるライブストリーミングは効

果的ではないかと思った。最近は録画視聴も多いので、さまざまなメディアとどう

リンクし、いかに番組を編成するのかがポイントだと思う。Ｅテレなどの教育番組



4 

では、内容を補足する形でのインターネットサービスとの連携などにより、いっそ

う効果が出るのではないかと思う。 

 

○  国内放送の論議にはそぐわないかもしれないが、「編集の重点事項」の、日本の

海外発信に関する部分の記述にやや違和感を覚えた。ＮＨＫの国際放送は、国際社

会と日本との相互理解に寄与することが目的であり、ＮＨＫの存在感を高めること

が目的ではないのではと思う。また、日本を発信するものの例として挙げられてい

るものが、自然ものに偏るかのような印象を受けた。日本が世界と共有すべき問題

はもっと多岐にわたるのではないか。自然のスケールに頼るかのような表現に、や

や狭さを感じた。日本の発信としては数多くポテンシャルがあるだろうと思う。少

子高齢化、低成長、財政難など、国際社会と共有するさまざまな問題に日本がどう

取り組んでいるのかという、海外の視聴者も見るに値する、見応えのある番組を作

る力がＮＨＫにはあると思う。そういうことを生かし、発信してもらうことを期待

している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  国際放送については、また別に編集の基本計画があるため、

この「国内放送番組編集の基本計画」では、若干コンテンツ

に寄った書き方をしていることは理解していただければと思

う。コンテンツの中身をもう少し幅広くとらえたほうがよい

のではないかというご指摘はおっしゃるとおりだと思う。検

討する。 

 

○  海外発信の項目については、自然・科学がＮＨＫの売りだと思い、私は違和感な

く読んでいた。私の仕事でつながりの深い、ドイツ在住の方は、ＮＨＫワールドを

いつも見ており、「こんなにすばらしいものはない」と言っている。向こうから見

るとオリエンタルというか、エキゾチックな風景をきれいな映像にまとめ、いろい

ろな文化も伝えている点で評価が高いようだ。ただ、先ほどの意見を受けて、確か

に自然・科学に偏った書き方をしているような気もするので、少し配慮されたほう

がよいかもしれないと思った。 

 

○  「平成２９年度国内放送番組編集の基本計画」はすばらしいと思った。皆さんの

意見を聞いて、さまざまな捉え方があるのだと思った。 

 

○  発信のことを重点的に書いており、大事なことだと思う。加えて、私たちが日本

の中にいて世界の情報をどう取り入れるのか、とりわけ世界から見た日本の情勢を
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世界の人がどう受け止めているのかをということも、重要だ。語学の壁があるので、

私たちはそこをうまく取り入れられないが、ＢＳ１など衛星放送を通じて時々見る

ことはできる。グローバル化ということであれば、日本が世界の中でどう見られて

いるのか、という点についても力を入れてもらいたい。 

  Ｅテレはかつてに比べると視聴者の関心が高いようだ。今の親たちにマッチした

情報提供をしているし、“体験するテレビ”を進めていることはすばらしいと思う。

「各波の編集方針」の「教育テレビジョン（Ｅテレ）」で、そういうことを強調し、

盛り込んだことはよかったと思う。 

 

○  「編集の重点事項」の海外発信の項目について、日本人も多くの人が海外へ行っ

ている。海外でＮＨＫワールドを見て、ＮＨＫはすばらしいということが分かり、

日本に帰ってきてからＮＨＫの番組を見るようになったという話を聞いたことが

ある。そういう意味では外国人に向けた情報発信だけではなく、国際放送には多様

な意味がある。 

  気になったのは、ことばの使い方で「チャレンジ」「リニューアル」「サポート」

など片仮名が目立つことだ。きれいな日本語を使うＮＨＫなので、日本語で書ける

ものは日本語にしたほうがよいのではないか。「チャンネル」「ライブストリー

ミング」といった技術的な用語など、片仮名でしか書けないようなものはよいが、

全体の文章を見直してほしい。今回はいろいろな意見が出たので、意見を踏まえ、

最終的な答申案を作ってもらえたらと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  しっかりと検討したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１６日(日)・２２日(土)・２３日(日)に放送したＮＨＫスペシャル「シリー

ズ マネー・ワールド 資本主義の未来」を見た。隘路（あいろ）に陥りかねない

骨太なテーマを扱っており、それに真っ向から向き合い、岐路に立つ資本主義の今

と未来への示唆を、大きな三つの切り口から分かりやすく発信していた。３回とも

に見応えのあるよい番組だったと思う。テーマに沿って、資本主義の歴史を簡潔に

振り返り、象徴的なデータを効果的に示していた。世界的に著名な専門家、学者た

ちの分かりやすいコメントを引き出すとともに、資本主義経済に翻弄され、先進国、

途上国それぞれで苦境に陥る人々、またアメリカの超富裕層などの姿も臨場感を

もって伝えていた。岐路に立つ資本主義の今、未来を端的に表しており、これから
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の社会のあり方を考えるうえで参考になる番組だった。分かりやすい切り口で解説

する３人の学者の選定も適切だったと思うし、司会を務めた爆笑問題の２人の、問

題提起にあたっての感性の高さにも感心した。今年のパナマ文書の問題、イギリス

のＥＵ離脱、アメリカ大統領選挙など、それらの背景を示唆する部分が相当盛り込

まれており、タイムリーな番組だった。シェアリング・エコノミーの部分など、細

かいところで気になる点もいくつかあったが、全体としては分かりやすく公正な仕

上がりになっていたと思う。企画力、編集力、取材力など、ＮＨＫにしかできない

番組ではないかと感心した。 

 

○  アメリカ大統領選挙前後、１１月５日(土)に放送したＮＨＫスペシャル「揺らぐ

アメリカはどこへ 混迷の大統領選挙」と、１２日(土)に放送した「“トランプ大

統領”の衝撃」の二つを見た。投票前に放送された「揺らぐアメリカはどこへ 混

迷の大統領選挙」は、出色の出来だと感心した。資本主義の問題、移民社会の問題、

人種の問題など、トランプ現象の背景にある問題をコンパクトにまとめており、ア

メリカで起きていることをよく理解するのに助かった。トランプ陣営は既成メディ

アを敵に回しがちだったこともあり、どのメディアも取材が難しかった。その中で、

トランプ陣営の元選挙戦略立案者から、「民主党支持者をわれわれ共和党支持者に

替えることをねらっているのでなく、投票に行かない人間を投票に行かせ、自分た

ちの味方につける」という戦略を語らせた場面は秀逸だと感心した。 

  選挙後のＮＨＫスペシャルについては、予想に反した選挙結果で大変だった中で

作った番組としてはよくまとまっていたと思う。そのうえで、これから時間をかけ

て掘り下げるべき問題も多々あることを物語る番組でもあった。問題は三つあると

思う。一つ目はこの選挙で何が起きたのか。二つ目はトランプ政権で何が起きよう

としているのか。三つ目は、われわれはどう対処すればよいのか、だ。二つ目と三

つ目については大統領が替わるたびに日ごろの取材としてやると思うが、今回の選

挙で最も目配りしなくてはいけないのが一つ目ではないかと思う。メディアも含め、

われわれはすべてを見誤っていた。これは本当にアメリカだけの問題だろうか。世

界中で起きている現象の根源、民主主義の問題、メディアの問題など、いろいろな

問題が含まれているのではないかという気がする。これから何が起こる、日本はど

うしたらよいのかという問題はいろいろな番組で掘り下げると思う。加えて、

「いったい何が起きたのか」、「どうして見誤ったのか」といった視点で、背景にあ

る既成の社会システムの問題についても、今後掘り下げていってほしい。 

 

○  １１月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「終わらない人 宮﨑駿」を見た。宮﨑

ファンにとっては待望の番組だったと思う。プライベートな空間にも入り込み、撮

影をよく許してくれたと思う。宮﨑さんがＣＧなどに挑戦を始めたタイミングで取
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材したものだが、挑戦する前からの映像も撮影していることに感心した。あるＩＴ

企業の人が来て、ＡＩとＣＧを駆使し、こんなことができるという映像を見せたと

き、宮﨑さんは人間に対する尊厳の冒涜（ぼうとく）であると怒っていた。私はそ

のシーンだけでも見る価値があると思った。今のＡＩ、ＣＧの方々はテクニックに

走りがちな中、「何を表現したいのか」について叱責する宮﨑さんを見直したし、

その場面をきちんと撮っていたことに感心した。ＮＨＫならではの時間のかけ方と

密着取材だと思う。そういう番組を作り続けていってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「終わらない人 宮﨑駿」に感動した。私は大ファンなので楽

しみに放送を待っていた。大満足の内容だった。「となりのトトロ」のメイ役の坂

本千夏さんがナレーションだった。隠してあったカメラを宮﨑さんが発見し、隠そ

うとするシーンもよかった。宮﨑さんが変わらずにいると分かり、“終わっていな

い”ことにワクワクした。番組では宮﨑さんがＣＧに興味を持つところが取り上げ

られていた。私も一緒に見ていた娘も、心にしみいるほどの映像だった。現代のＣ

Ｇと、４秒のカットに１年の歳月をかける手描きとの違い、こだわりも含め、好き

なシーンだ。“映画づくりの鬼”と言われる宮﨑さんがＣＧに少し歩み寄る姿は感

動的だった。年齢的に体力の限界もある中で、頭の中は今まで以上の想像力でいる

のだと感じた。 “毛虫のボロ”というキャラクターがＣＧで動いた姿を見た宮﨑

さんの笑顔がすごく楽しそうで、それを見て涙が出た。“ならでは”の撮影の仕方

で、ファンを自然に感動させ、今後の宮﨑作品が楽しみになった。とても感謝して

いる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  宮﨑駿さんの取材は１０年前から一貫し、１人のディレク

ターが担当している。これで５作目かと思う。最初の番組は

「プロフェッショナル 仕事の流儀」だった。宮﨑さんが「映

画作りをやめた」と言っても、またやるかもしれないと思っ

て先に撮っていたのだと思う。 

 

○  １１月１９日(土)のＮＨＫスペシャル 巨龍中国「成長産業にカネを流せ １４

億人の資産の行方」を見た。中国のベンチャー投資についてのドキュメントだった。

中国では１日１万 2,000 社もの企業が創業されているそうだ。若いベンチャーキャ

ピタルの女性がさまざまな挑戦をしていた。またクラウドファンディングを行って

いる人が中国のいろいろな課題について取り組んでいた。一方でクラウドファン

ディングの危うさ、倒産し、お金が返ってこない例などを紹介していた。中国はこ

れからどうなるのか、経済がうまく安定するのか、活力を維持できるのかという関
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心がある中で、起業家精神を持つ人がたくさんいる社会であることを示していた。

現地に行かないとなかなか分からないことを報道しており、大変おもしろかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  中国は世界の工場、世界の下請けということで経済成長を

してきた。今はそこから脱皮し、下請けでなく、自分でイノ

ベーションできる企業を育てようと進めている。それで起業

ラッシュのようなことが起きている。中国には 1,800 兆円の

個人資産があるといわれており、これまでは株、不動産に流

れていたが、それらが不調になってきて行き場をなくしてい

る。そうしたお金の流れを変え、新しい企業に流し込もうと

いうのが、中国がやっている経済の大実験だ。その現状と今

後を、投資会社を軸に見た番組だった。中国のシリーズにつ

いては、経済成長がかげっている中で何が起き、どこへ行こ

うとしているのかを、これからも月に１回ぐらいのペースで

取り上げる予定だ。ご覧いただければと思う。 

 

○  中国は共産主義と言いながらも貧富の格差がとても大きい社会だ。政府が成長分

野を決め、そこにベンチャーの資金を流し込む仕組みを作るという壮大な社会実験

をしている。継続し、取材していってほしい。 

 

○  １１月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「“がん治療革命”が始まった～プレシ

ジョン・メディシンの衝撃～」を見た。がん治療の最前線では、ＤＮＡを調べ、がん

の原因を見つけ出し、最適な治療をするというものだった。現実にがんの治療がう

まく進まない人にも希望をもたせる番組だった。治療法が見つからなかった人にも、

カウンセラーが希望をもたせるような心理的なカウンセリングを行っていること

も知った。 

 

○  １０月７日(金)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」の特集「人工知能 職場を

どう変える？」を見たが、なかなかショッキングな内容だった。若い人のトレンド

をうまくつかんでいると思った。自分の行動がビッグデータとして積まれ、パソ

コンで仕事をしていると「隣の方と１時間以上話をしていないから目線を合わせま

しょう」というような画面が出てくる。そのような仕組みを 1,000 以上の企業が導

入しているそうで、若い人たちは助かっているという。若い人のコミュニケー

ションスタイルを見ているとなるほどとも思うが、一方で、どうしてそうなってし

まったのか、このままでよいのだろうかという末恐ろしさも感じた。なぜそういう
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トレンドが出てきてしまったのか、これから教育はどうあればよいのかを掘り下げ

た続編にも期待したい。将来、介護を受けるようになった時、介護をする方が顔を

見て介護をするのでなく、「○○さんのところに３０分行っていないから行きま

しょう」というふうにして介護されるのかと思うと寂しい感じがしなくもない。新

しさと同時に、問題提起にもつながる続編を「ＮＨＫスペシャル」などで特集して

もらいたい。 

 

○  １０月１９日（水）にスタートした「超入門！落語ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」は意欲

的な番組だと思った。落語を映像化することを楽しみにしていた。落語家の噺（は

なし）に俳優がぴったりと合わせて演技するもので、おもしろい番組だった。ふつ

う落語では、聞き手が想像し、考え、自分なりの世界を作るわけだが、発想の転換

がすばらしいと思った。ただ、毎週見ていると、違和感がある。というのも、イメー

ジが固定化されてしまうというリスクがあるのではないかと思う。熊さん、八っ

つぁんなども私はいろいろ想像しているが、映像で見ると、そのイメージが頭に

残ってしまい、違う落語家の噺でも、その映像が思い起こされてしまうのだ。番組

を始める前には落語家といろいろな話し合いをされたと思うが、そういうリスクを

どのように考え、番組にしたのだろうか。番組としてはおもしろく、若い人にはよ

いのかもしれないが、せっかく想像していたものがなしにされてしまう気もして、

大きな疑問符もついてしまった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「超入門！落語ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」について、番組を始

める前に、委員のおっしゃったようなことは議論になった。

そもそも落語は想像するのが楽しいのではないかという話も

あったが、タイトルの頭に「超入門！」とつけたことが、議

論の末にたどり着いたところだ。若い世代では、江戸時代の

いろいろな風俗、例えば長屋や野菜売りなどを分からない

方々も多い。世代間で、落語を楽しむうえでの基本的なリテ

ラシーに差があると思う。そういった中で、落語の魅力・お

もしろさを少しでも若い人たちに知ってもらえればと思い、

番組を始めた。番組が呼び水になり、寄席に足を運び、自分

で想像するほうが楽しいというところまでいけば、さらに意

味があると思う。番組に出ている落語家の皆さんも、少しで

も落語のすそ野が広がればということで協力してくれている。

多様な意見をいただいており、その点でも制作してよかった

と思っている。温かい目で今後も見ていただければと思う。 
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○  「総合診療医ドクターＧ」をいつもおもしろく見ている。総合診療医のドクター

Ｇと研修医が病気の診断をするのが番組の基本コンセプトであるが、１１月１６日

（水）の三大疾病スペシャル「心臓病」(総合 後 10:25～11:15)には、心臓外科の

南淵明宏先生が出演していた。スペシャリストの先生が、心臓のバイパス手術には

こういう問題があり、こういうことを行うと示してくれて、よく分かった。総合診

療医ではないドクターＧを取り上げることもよいと思う。同じことをやっていると

テーマが尽きてしまうと思うので、今回のような形もよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「総合診療医ドクターＧ」は今年度の定時番組としては前

期で終わり、今回ご覧いただいたのはスペシャル版だ。通常

は総合診療医がいろいろな見識で、原因不明の症状を訴える

方の病名を推理する番組だ。今回は心臓病と分かったうえで、

治療法をどうするか、実際の事例に基づき研修医が推理する

ような作りにした。このやり方を、もう少し試したいと思っ

ている。がんの治療など、治療法をめぐっていろいろな議論

をしなければいけないものについて、「ドクターＧ」スタイル

でやれないかと思っている。ただ、研修医のレベルが相当高

くないと議論に参加できないので、選定も含め、さらにトラ

イを重ねたいと思う。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」を毎日楽しく見ている。Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅ

ｎの主題歌がとてもよく、聴くと元気になる。女性が子育てのなかでいろいろな思

いを抱えながら夢を追いかけていく姿を見ると、力が湧く。これからも楽しみにし

ている。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」の視聴率、評判はどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  雰囲気がおとなしいので皆さんから心配されていたが、番

組開始から１か月の平均世帯視聴率は２０％を超えており、

合格点だと思う。録画視聴率がとても高く、合わせると２５％

を超えている。 

 

○  あの時間帯は家を出る人もいるので、録画をする方もいるだろう。 
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（ＮＨＫ側） 

  ＢＳプレミアムでご覧になられている方も加えるとさらに

多くの方に見ていただいていると思う。 

 

○  私はいつも録画し、見損なったときは録画を見ている。大変よい番組だと思う。

最近の「連続テレビ小説」はずっとよい。 

  「連続テレビ小説」の主題歌の歌詞は、聴き取りにくいことがある。歌詞をテロッ

プで出すのはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  過去の連続テレビ小説では、歌詞を知りたいという声があ

り、途中でそういう回を設けたこともある。 

 

○  検討してもらえたらと思う。「とと姉ちゃん」も歌詞が分かりにくく、何回も聴

いた。そう歌っているのかと、わが家では話題になった。 

 

○  「ドキュメント７２時間」が大好きでよく見ている。だいたい都会と地方が取り

上げられている。都会は忙しさとその中での寂しさがある。地方は人が来ない中で

も地域の交流、温かみがある。それぞれの特徴、日本人のよさが表れており、とて

もよい番組だと思う。地方は過疎で人が少なく、比較的淡々としているが、淡々と

した中で地方のよさを取り上げているのがよいと思う。今後もおもしろい場所を

選んで、番組を続けていってほしい。番組をどうやって作っているのか聞いてみた

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ドキュメント７２時間」はＮＨＫのこれまでのドキュ

メンタリー番組の作り方とは違い、本当に７２時間しかロケ

をしない。もちろん下見には行くが、下見と本番のロケでは

取材の対象者も異なる。下見に行き、だいたいの感触をつか

み、それを基に想像して構成表を作る。そこからロケの３日

間、厳密に言うと３泊４日の本番にかけ、そこで拾い上げた

声を丹念に紡ぎ、番組を作っている。作り込んでいるドキュ

メンタリー番組が多いＮＨＫの中では異色だ。そこが最近の

若い人が言うところの“ガチ”な番組として、視聴者に受け

入れられているのだと思う。 
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○  メイキング番組を作るとおもしろいのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  制作現場に伝える。 

 

  だいたい２クルーで行き、１２時間交代で撮影する。場合

によっては３交代ということもある。３日間で撮りきるので

本当に効率のよい番組だと言える。 

 

○  「クローズアップ現代＋」で気になる点がある。スタジオの後ろのガラス張りの

部屋で、スタッフが作業している様子が画面に映るのがすごく気になる。１１月９

日(水)の「“トランプ新大統領”の衝撃～大胆予測 世界は！？日本は！？～」も

そうだった。何か意図はあるのだと思うが、番組に集中できないので、考えてもら

いたい。 

 

○  「クローズアップ現代＋」については、スタッフが後ろで動くのは目がチラチラ

し、番組に集中しにくいので考えていただきたいと私も言ったことがある。そうい

う意見がたくさん出ていることもあるので検討してほしい。 

 

○  １１月１日（火）、２日（水）放送のハートネットＴＶ「ストーカーの告白（１）

「加害者が語る心理」とストーカーの告白（２）「加害者治療の最前線」を見た。

今まで被害者の話はよく聞いたことがあったが、加害者の話は聞いたことがなく、

驚かされる事実が多くあった。ストーカー行為を精神医療で治癒すること、それも

薬物などの中毒患者と同じような方法であることに驚いた。ストーカーに、つな

がっていないスマートフォンを持たせ、メール・電話をさせることでストーカー行

為の治癒につなげていくということに驚いた。カウンセラーは、「加害者は自分を

愛せない。ストーカーは皆、心に何かしら問題を抱えている」というようなことを

言っていた。最後のシーンで加害者が何回も「私は大丈夫」とおまじないをつぶや

いていた。いつまで「私は大丈夫」と言い続けるのかと思った。依存症のような病

気だとすると、完治はないのではとも思うが、どうなのだろうか。つい被害者に目

を向けがちだが、加害者を知ることも重要だ。続けて番組をやってもらいたい。す

ごくよい番組だったが、消化不良というか、もっと知りたいという気持ちが大きく

なった。 

 

○  １１月６日(日)の「シンフォニック・ゲーマーズ～僕らを駆り立てる冒険の調べ
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～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:50～７日(月)前 0:19)は、若い世代からの反響が大きかっ

たとのことだ。私はたまたま見ており、すごくおもしろかったが、ゲームをやって

いない人には全く分からないだろうと思った。これだけゲームが浸透し、多くの人

の心の中にゲーム音楽が残っているということを映していると思う。そういうもの

は大事にしないといけない。ＮＨＫの新しい視聴者になる可能性も高いので、続け

てもらえるとよいと思う。 

 

○  最近の若い人はツイッター、フェイスブックなどでつながっている。２０代以下

の女性と男性はまさしくその世代で、そうしたＳＮＳ上で話題になることで、番組

に対し若い世代から反響があったということかと思う。インターネット、ＳＮＳを

どう利用するかは、若い人を取り込むうえで大事だと思う。 

 

○  放送番組モニター報告では評価の高いものばかりが紹介される気がする。どうい

う基準で、会議で紹介する番組を選んでいるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組の選定は「ＮＨＫスペシャル」と開発番組が多い。「連

続テレビ小説」は必ず出している。「ＮＨＫスペシャル」は、

評価が高いことが多い。番組モニターはＮＨＫを好きな人が

多いということもあるが、一生懸命見ていただいているので

全体的に評価が高くなる傾向にある。評価が低い番組もある

が、時間の都合で全部は紹介できないので、今のような形に

なっている。もし要望があれば、そういう番組を紹介するこ

ともできる。 

 

○  たまにはそういう番組も取り上げていただいたほうが、どこに課題があったのか

という議論もできるかもしれない。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１０月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

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

１４人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、経営計画における「達成状況の評価・管理」（平成２８年度第２四

半期・７～９月）について説明があり、その後、スーパーハイビジョン実用放送につい

て説明があった。続いて、週刊 ニュース深読み「モーレツ社員はいらない！？“働き

方改革”始動」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

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

有森 裕子（元マラソンランナー） 

大島 まり（東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授） 

         大野 博人（朝日新聞社編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

         出口 治明（ライフネット生命保険(株)代表取締役会長） 

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

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

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

増田 雅己（読売新聞東京本社常務取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 
 

（主な発言） 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」 

（２８年度第２四半期・７～９月）について＞ 

 

○  インターネットサービスについて、リオデジャネイロオリンピック・パラリン

ピックの取り組みで視聴を増やしたことはよい話だと思う。ただ、ＮＨＫオンデ
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マンド、ＮＨＫワールド・オンラインの数字はＮＨＫの力からすると物足りないよ

うに思える。オリンピックのような大イベントを別にすると、今後は、地域で重要

な事象が起きたときに的確に情報を配信する観点から取り組みを進めていくこと

が多いのでないかと思う。ＮＨＫにはインターネットサービスにおける情報提供に

もっと積極的になってもらいたい。隙間の時間、いつでもどこでも視聴できるイン

ターネットの分野にもっと積極的な投資、取り組みがあってもよいと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  積極的に取り組みたいと考えている。これまで、オリンピッ

ク・パラリンピックのアプリは、大会の後にサービスを閉じ

ていたが、今回は「ＮＨＫスポーツ」アプリとして、閉じず

にそのまま続けたいと考えている。「ＮＨＫニュース・防災ア

プリ」も徐々に浸透してきている。 

 

○  若い人のテレビ離れについてはいろいろな考え方があるかと思うが、そこにイン

ターネットサービスという受け皿があればよいのでないかと思う。その分野での取

り組みに期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫニュース・防災アプリ」は６月からサービスを開

始し、今まで 130 万程度ダウンロードしていただいた。特徴

はユーザーの使用頻度が高いことだ。また、プッシュ通知機

能がついており、その人のいる場所、あるいはあらかじめ登

録した場所で災害等が起きたときにお知らせすることもでき

る。イベント的に盛り上げるサービスだけでなく、ふだんか

ら使える防災情報などをきちんと届けられるような取り組み

を進めていく。 

 

○  総合テレビの世帯視聴率を見ると全日を通して高い。ゴールデンタイムは放送局

の中で最も高い世帯視聴率を得ている。今年４月には番組編成を大胆に変え、１９

時半、２０時台の番組をだいぶ入れ替えたので、その結果がどう出るのかと心配し

ていたが、ほとんどの分野で成果が出て、高い評価が出ていることはすばらしいと

思う。ＢＳプレミアムの満足度が高かったのは、その波にふさわしい番組を提供し

ている成果でないかと思う。「クローズアップ現代＋」はよかったり悪かったりと

回によっていろいろあるようで、テーマを的確に選んでほしい。多くの人に見てい

ただける番組としてこれから定着することを期待している。 
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○  私も番組編成を変えたことを心配していたが、結果的にはよかった。ただＮＨＫ

と他局とを比べて見た時に、消去法的にＮＨＫを選んでいるのではないかとも懸念

するが、そのあたりはどう評価しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  特に日曜日などは民放も充実した番組を放送していると思

うが、その中で我々も張り合って、少しでも多くの方に見て

いただこうと思っている。今年度の改定については、視聴者

がその時間帯に求めているもの、見たいものに合致したので

ないかと思う。さらに多くの方に見ていただけるよう努力を

続けたいと思う。 

 

 

＜スーパーハイビジョン実用放送について＞ 

 

○  ８Ｋはとてもきれいで、迫力のある映像で、音響もすばらしい。一方で、あれだ

けの音響の効果を得られるような設備を各家庭が持てるのかという問題がある。８

Ｋの放送が始まるころには家庭で８Ｋのテレビを買えるようになるのだろうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  各メーカーが準備を進めていると聞いている。番組の内容

については、どういったものが視聴者のニーズに応えるもの

なのかをさらに検討し、開発していかなければならない。 

 

○  ８Ｋの音響のために、２２．２ｃｈ分のスピーカーを各家庭に設置してもらうの

はなかなか難しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫ放送技術研究所では、少ないスピーカーで、２２．

２ｃｈの立体音響を再現する仕組みを開発している。ヘッド

フォンを使って、疑似的に高い臨場感を再現することも可能

である。 

 

○  ２２．２ｃｈになったときに５．１ｃｈの今の設備で使えるのか。 
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（ＮＨＫ側） 

  現在の試験放送のコンテンツでは２２．２ｃｈの立体音響

と同時に、５．１ｃｈとステレオの音声モードでの送出も行っ

ている。インターフェースの問題はあるが、視聴環境に合わ

せた音声モードでお聴きいただける。 

 

○  ８Ｋのとても迫力のある映像に感心した。８Ｋになると解像度が上がるだけかと

思っていたが、ハイダイナミックレンジ（ＨＤＲ）の技術に関心を持った。今まで

のテレビはダイナミックレンジが足りず、せっかくのきれいな映像も明るい部分が

飛んでしまっていたが、ＨＤＲ技術の実現で、きれいに見えるようになるという。

単に解像度が上がるだけでなく、自然にコントラストのよい映像が見られるように

なるということで、ＨＤＲにすごく期待しているが、８Ｋと一緒に取り組んでいく

のか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  現状ではすべての映像がＨＤＲで制作されている訳ではな

いが、明暗部を自然に表現できるＨＤＲ技術や、従来の色表

現を超える広色域化技術は、４Ｋ・８Ｋコンテンツの魅力を

引き出す重要な要素として、活用していきたいと考えている。

従来のスタンダードダイナミックレンジ（ＳＤＲ）とＨＤＲ

との互換性を確保する映像方式も開発している。 

 

○  自然番組ではＨＤＲの技術が生きるが、スポーツ番組などではそこまででもない

かもしれない。番組の性質によって分けるのは一つの手だと思うので、よい技術開

発をしてもらえればと思う。 

 

 

＜週刊 ニュース深読み「モーレツ社員はいらない！？ “働き方改革”始動」 

（総合 ９月２４日(土)放送）について＞ 

 

○  働き方改革のテーマは幅広いが、国民の関心も高い項目であろう長時間労働の是

正をテーマにし、視聴者の意見も紹介しながらさまざまな論点を明らかにしていた。

「週刊 ニュース深読み」らしいタイムリー性のある番組だったと思う。全体を通

して多面的な切り口で、職場感覚に寄り添う形で、分かりやすく論議を展開してい

たことは高く評価できる。過剰なサービスや利便性の追求に対する消費者の立場か

らの問題提起や、非正規雇用の人たちの声として、労働時間の減少に伴う収入低下
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の懸念が伝えられるなど、この問題の複雑さを理解できる内容だったのではないか

と思う。 

  注文をつけるとすれば、長時間労働が起因となる過労死やメンタル不調、健康被

害の深刻な実態については、もっとしっかりと説明したほうが課題の重要性をさら

に浮き彫りにできたのではないかと思う。また、出演者のＮＨＫ解説委員が日本的

雇用慣行に言及する際、配置転換について「たらい回しのように仕事を経験する」

というような表現をしていた。確かにそういう一面もあるかもしれないが、配置転

換は人材育成や適職の開拓、雇用確保の観点からも一定の合理性を持っている場合

が大半だと思う。「極端な言い方をすれば」という前置きはあったものの、「たらい

回し」という表現は適切さに欠けていると感じた。国会で継続審議扱いになってい

る労働基準法改正案には、裁量労働制の対象拡大、高度プロフェッショナル制度な

どがあるが、それらは逆に長時間労働を助長しかねないという懸念もある。ＮＨＫ

では引き続き積極的にこの問題を扱ってほしいと思う。働き方改革は場合によると

国民の価値観、日本社会のあり方に影響を及ぼす重要なテーマだ。今回の番組では

現実を踏まえた声があった。そうした声も含め、公正な、国民的な議論ができるよ

うな番組も検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  今回、多岐にわたる働き方改革を長期的に取り上げていく

ための第一弾として、このような取り上げ方をした。議論を

構成するにあたって大事にしているのは視聴者からのツイッ

ターの意見だ。今回ツイッターの書き込みは 2,300 を超えた。

そこで多かったのが非正規雇用の方からの意見だった。残業

代を家計の中に組み込んでいるため、長時間労働がなくなる

と残業代もなくなり、生活が立ちゆかなくなるというような

意見だ。そうした意見を番組の中で論じているうちに、当初

のテーマからかなり膨らみ、時間構成が変わったところも

あった。生の声をなるべくたくさん取り込むことが大事だと

考えている。メンタル不調、過労死の問題など、引き続きそ

うしたテーマを取り上げていきたい。 

 

○  「週刊 ニュース深読み」は時々見ているが、うまくできているといつも思って

いた。議論になると話はあっちに行ったりこっちに行ったりしがちだが、今回、小

野文惠アナウンサーと竹田忠解説委員の２人がうまく流れをコントロールしてお

り、手際がよかったと思う。全体の流れとしては目配りができており、見通しのよ

い番組だった。ただ、「モーレツ社員はいらない！？ “働き方改革”始動」という
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副題を見たとき、1970 年代の番組かと思った。1970 年代にすでに問題となってい

たことが、依然として何も変わらずに存在していることに焦点を当てたほうが意味

はあったのではないかと感じた。 

 

○  長時間労働の是正は大変意義のあるテーマであり、それは誰も疑いを持たないと

思う。しかし、長い間、なぜ長時間労働が是正されてこなかったのか、そして現在

の日本で本当に長時間労働を是正できるのか、ということが大きな問題だと思う。

番組では政府の方針を紹介し、さまざまな議論があったが、明確な回答はなく、視

聴者に委ねられるようになっていた。それはそれでよいと思うが、なぜ納得できる

回答がなかったのかと言えば、長時間労働の直接の当事者が番組に出ていなかった

ことにつながると思う。ジャーナリストや専門家は出演していたが、現場で長時間

労働をしている当事者もいたほうがよかったのではないか。また日本の大半を占め

る中小企業に今回のテーマを突きつけたとき、潰れてしまう企業がたくさんあると

思う。そうしたことについても、もっと話し合ってほしかった。政府が言っている

ことはバラ色の働き方であり、現実とのギャップをどうするのかというところがあ

まりよく見えなかった。長時間労働の非人間性を身をもって訴える事件が多発して

いるなか、非正規労働者、貧困世帯の問題など、いろいろな課題がある。それらの

現状や実態を踏まえ、長時間労働がなかなか是正できないのはなぜなのか、という

掘り下げが足りなかったように感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  当事者の声という意味では、例えばルポルタージュという

演出の方法もある。この番組はスタジオでの議論という方法

をとっている。当事者の多様な声を集めることに関しては、

ツイッターを使っていきたい。また、番組内で答えを出すこ

とは、かなり難しいと思う。軽々に一つの答えに飛びつきた

くないということもある。視聴者一人一人がこれから考える

きっかけとなるような番組として制作した。一回で終わるよ

うな問題ではないので、引き続き取り上げていく。 

 

○  視聴者が考えるきっかけを提供したいというねらいは十分に果たせていたと思

う。話題の中心は長時間労働の話だったが、長時間労働の是正は働き方改革の中で

も最も重要と言われているので自然かと思う。長時間労働の是正というと、思い浮

かぶのがブラック企業や過労自殺などの問題、あるいはもっと広い視点から見るよ

うな日本人の労働観、家庭観、それに基づく雇用慣行の話など、幅広い。前者では、

番組でも出てきた三六協定の見直しを中心にした労働時間の上限規制の話、労働基
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準監督署による監視・監督の強化、そういう対応が柱になるのだろうが、後者では

もっと幅広い観点から見なくてはならない。そのあたりの話が何となく混在してい

るような印象も受けた。相互に関連しているのでなかなか難しいと思うが、もっと

論点を整理したほうが視聴者の理解の役に立ったのではないかと思う。特に後者の

話を正面から受け止めるのであれば、経営者の視点というか、長時間労働の是正を

生産性の向上にどう結びつけようと思っているのかという視点も、今後必要になっ

てくると感じた。 

 

○  興味深く見た。今までの働き方改革は比較的、労働者側にフォーカスしているこ

とが多い。今回の番組では労働者だけでなく、消費者の側にも立ち、そこまでのサー

ビスが必要なのか、そこまで丁寧な対応が必要なのかという問題提起をしていた。

それは今までの番組にはない視点で、新鮮でよかったと思う。ただ、深読みと言う

にはやや尻すぼみになってしまった印象も受けた。サービスを受け取る側の視点を

見直すことで、働く人たちも安心し長時間労働しないでもすむという状況を、どう

やって実現するかは大事なことだと思う。そういう視点でこれからも取り上げて

いってほしい。 

 

○  ルポルタージュという話もあったが、いろいろな細かい事象を積み上げ、問題点

をクリアにする方法をミクロのアプローチとするならば、今回はマクロのアプロー

チをベースにしていたのだと思う。その意味ではとても分かりやすかった。疑問符

を投げかける出演者の割合が多いとも感じられたが、全体としてはこういう問題を

これから議論しようとしていることがよく分かり、その点でよい番組だった。日本

人は、総務省のデータを見ればサービス残業を含むとおよそ 2,000 時間は働いてい

る。夏休みは１週間ぐらいだ。それでこの３年間の平均成長率はＧＤＰでいえば０．

５％ほどだ。一方でドイツ、フランスは 1,400～1,500 時間程度の労働で、夏休み

は１か月とれる。そしてこの３年間の成長率は１．５％、１．７％ほどである。働

き方の改革とは、日本もそうした国々の側に移るということだ。残業を減らすと給

料も減る、働かないで経済はどうなるのかという意見もあるが、そうではない。こ

れからは、短時間で集中し、早く帰宅していろいろなことを勉強する、リフレッシュ

し、よいアイデアを出し、成長率を上げていかなければならない。労働者の健康を

守るという観点も大事だが、骨折り損のくたびれもうけではない、きちんと効率的

に働いてもうけるという、大きなストーリーが視聴者に伝わるような作り方をすれ

ばよいと思った。また細かいことだが、番組の中でお父さんが社会全体を支えてい

る絵があった。社会を支えるのは所得税がベースになっているという考えがあると

思うが、所得税よりも消費税の税収のほうが増えているので、働く人だけでなく、

みんなで社会全体を支えている。その点が少し気になった。 
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○  出演者の優木まおみさんが言っていたような、夫に対する過激なコメントは私の

周りでもよく聞くので、気になって見てしまった。コメンテーターの大学専任講師

の常見陽平さん、エコノミストの山田久さんの話は、難しいと感じることが何度か

あったのだが、すぐに小野アナウンサーが分かりやすいことばでまとめてくれたた

め、ついていくことができた。プレゼンテーションで紹介された住宅メーカーの事

例で、２時間集中する“がんばるタイム”を設けて効率的な働き方につなげるとい

うのは、自分自身の経験とも結びついて、分かりやすく響いた。外では夜遅くまで

電気がついていて、コンビニも遅くまで営業している。めぐりめぐっていろいろな

ことを考えるよいきっかけになった。これからも楽しみにしている。 

 

○  「週刊 ニュース深読み」は毎週土曜日の朝に見るのにちょうどよく、いつも楽

しく見ている。長時間労働の是正について、小野アナウンサーは、ひと事ではなく

自分たちの問題としても扱おうとしていたが、もしもＮＨＫの職場でできたら大変

なインパクトだと思う。ＮＨＫや民放の番組で「○○アナウンサーは夏休みです」

と言うが、あれは最高のメッセージだと思う。アナウンサーが夏休みをとることが

普通であることを伝えているのはすばらしい。アナウンサーの夏休みが延びること

は最高のメッセージかもしれないと思った。 

 

○  欧米人とは、働き方の違い、考え方の違いがあると思う。１か月休まれると、日

本的な考え方では仕事が進まない。働き方の奥にある働く意義のようなものを巨視

的に捉えた番組を作るとおもしろいと思った。「週刊 ニュース深読み」は、１０

月１日（土）の「がんと共に歩むために 麻央さんブログから考える」、１０月８

日（土）の「ローカル線が消える！？ どうする“地域の足”」、１０月１５日（土）

の「出張深読みｉｎ熊本 “暮らしの再建”どう進める？」など、時事をタイムリー

にとらえている番組で、よく見ている。別の枠でもよいが、もう少し深く特集して

ほしいと思う。 

 

○  土曜日の朝の時間帯という制約の中でタイムリーにおもしろく取り上げている

と思う。今回は入り口だと思うので、続編を期待したい。「仕事と家庭のどちらが

大切なのか」と妻が夫に迫れる家庭は恵まれていて、非正規、職場がない人たちの

つらさもある。そうした人たちをどう取り上げるのかと気にしながら見ていた。す

ると、ツイッターによる視聴者の声を、的確に上手に取り上げていた。この問題に

ついても、「ＮＨＫスペシャル」、「クローズアップ現代＋」など、さまざまな番組

でさらに深掘りしてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  「隗（かい）より始めよ」で、ＮＨＫはどうなっているの

か、ということだが、われわれとしても仕事のしかたをもう

一度よく考えていかなければいけないと思っている。いわゆ

る“ノー残業デー”を１週間に一度実施している会社は多く

あり、その日はみんな定時で帰宅している。それができるの

に、ほかの日はなぜ延々と仕事をしてしまうのか。本気になっ

て残業を少なくしようと思えばできると思うが、長時間労働

に慣れ常態化していることが一番の問題であるというのが私

の認識だ。今回の番組については、いかにして残業をなくす

のか、具体的な方法をもっと取り上げるとよかったと思う。

人は、自分がいなければ、仕事が、会社が成り立たないと思

いがちだが、実際のところ影響はほとんど出ない。代わりの

人がやってくれるからだ。そう思えば仕事のしかたも相当変

わると思う。そういう発想によって働き方を変えるという工

夫も必要だと思う。管理職の責任も大きい。上司である管理

職が部下の仕事を把握することで、部下が延々と働かなくて

すむようになるだろう。 

 

○  「週刊 ニュース深読み」は大変分かりやすいし、模型などを使って問題を上手

に紹介している。あの時間で働き方改革のすべてを取り上げることは難しい。長時

間労働についてはかなり取り上げていたが、そのうえで、短時間でいかにして生産

性を上げるのか、それで会社はきちんと経営が成り立つのか、ということまで取り

上げるのは難しいと思う。引き続き、「週刊 ニュース深読み」でやるか、ほかの

番組でやるのもよいと思うが、本当の働き方改革はどういうことなのか、いくつか

の具体的な事例を通し、提示してもらえればよい。長時間労働をしなければならな

い人も、責任感でやっている場合もあるかもしれない。ほかの職場に移れないよう

なときには、やらざるをえなくなることもあるだろう。魅力ある職場が日本にたく

さんあれば、長時間労働をしなくてもよい環境になると思う。日本で質の高い職場

がたくさん出ることは重要なことだ。そういう問題も含め、これからも取り組んで

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  いろいろな意見を頂き、ありがたく思う。これからも引き

続き取材をし、多様な切り口で問題の本質に迫れればと思う。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２５日（日）のＮＨＫスペシャル「縮小ニッポンの衝撃」はすぐれた番組だっ

た。人口減少時代に突入するタイミングを捉え、作られていた。日本の場合は人口

がただ減るだけでなく、少子化と高齢化が重なり、大変深刻な様相を呈している。

報道が少ないこともあるが、そうした認識が日本の社会にまだ浸透していない気が

する。そういう意味で、必要とされる番組の一つだったと思う。番組の中で「目を

背けてきた課題」と表現していたが、まさにそのとおりだと思った。夕張市の事例

はシンボライズされていてよかった。“行政の撤退戦”とうまく表現していたが、

それは夕張市だけの問題でなく、日本全体の問題でもあるとうまくつなげていた。

行政ができない部分は、住民に組織を作ってもらい、自分たちで解決してくれとい

うような、これからの国のあり方自体を考えさせるよい番組だったと思う。社会保

障だけの問題ではない。人口の大半が５０代以上の国の軍事はどういうものかとい

う、安全保障の問題にも関わる。テレビでも新聞でも、論じられてはいるが、その

深刻度に見合った報道はされていない気がしている。野生動物の問題一つとっても、

東京のメディアはあまり目を向けないが、相当深刻なことが地方で起きている。今

回だけでなく、「縮小ニッポンの衝撃」は連続で放送してほしい。 

 

○  人口減少は大きい問題だと思う。歴史を見ても恒常的に人口が減って栄えた国は

どこにもない。私の生まれた地域は、シカ、イノシシ、サルが主人公のようなとこ

ろで、世帯主の半分以上が７０歳以上だ。そういう現実は、訴える力が強いので、

この問題は引き続き取り上げてもらいたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「縮小ニッポンの衝撃」はすばらしいと思った。インターネッ

ト上では、あまりの衝撃で絶望感が広がるという声もあった。他方で、ＮＨＫがイン

ターネットで提供している「ＮＨＫ地域づくりアーカイブス」では、各地の自治体

のよい取り組みを紹介している。そうしたことと合わせて伝えることで、希望が持

てると思うので、そちらに焦点を当てることも大事ではないか。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「縮小ニッポンの衝撃」について、東京にいると人口減少社会

が実感としてよく湧かないが、夕張市、雲南市など実際に地方の現場で起きている

ことを知らせることで、われわれに問題の本質を理解させてくれる。ＮＨＫらしい

すばらしい番組だった。島根大学の作野広和教授が、「人口に見合った規模の集落

に集約する必要がある。元気なうちに手を打たなければならない」など大事な意見

をいろいろと言っていた。引き続き人口減少社会の問題点を分かりやすく、インパ

クトのある形で取り上げていってほしい。 
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○  １０月９日（日）のＮＨＫスペシャル「あなたの家が危ない～熊本地震からの警

告～」を見た。熊本地震で、最新の耐震基準をクリアしていながらも、木造建築や

マンションが倒壊大破していたことが専門家の調査・検証で明らかになった。その

盲点、リスクがどこにあるのかを、生々しい被災状況とともにクリアに伝え、ＣＧ

やシミュレーションの映像も交えながら説得力のある形で明らかにしていた。改め

て警鐘を鳴らす、見応えのある番組だったと思う。耐震基準を管轄する国土交通省

のコメントは、リスクへの感度、危機感という点で国民とかなりギャップがあるよ

うに思え、違和感があった。地震への備え、対策を実効性のある形で進めるために

も、データの検証も含め、ＮＨＫには引き続き追求していってほしい。 

 

○  土曜ドラマ「夏目漱石の妻」を見た。おもしろかったのだが、熊本にいた漱石が

結婚してからは、「熊本から東京に帰りたい」というようなせりふが頻繁に出てき

た。熊本地震からの復興に向け、地元の方は相当楽しみに見ていたのではないかと

思うが、「熊本がよい」というシーンはあまり出てこない。私は漱石の本をすべて

読んだわけではないが、熊本のこういうところがよいと書いてあるものもある。熊

本で生み出したよい作品もある。作家になるには東京にいなければ、というところ

だけでなく、熊本の方への配慮も欲しかった。配慮のために現実をゆがめる必要は

ないが、フィクションであるのでもっとやり方はあったのではないかと考えた。あ

まりにも地方を嫌がっているという印象が出すぎてしまうと、地方に対するイメー

ジが固定されてしまう懸念もあろうかと思う。そういう配慮があればと感じた。 

 

○  土曜ドラマ「夏目漱石の妻」について、漱石と漱石の妻は本当にあんな感じだっ

たのではないかというのがすごく出ていた。２人の俳優の演技がよく、すごくおも

しろかった。ただ、なぜ漱石の妻が漱石にひかれたのかが、よく分からなかった。 

 

○  大河ドラマ「真田丸」も、視聴率が昨年よりも上がっているが、脇を固める俳優

がすごくしっかりと演技をしているのがよいのだと思う。幸村の名付けのシーンは

フィクションかと思うが、くじで名前を決めるというのはリアリティーがあり、す

ごくよかった。 

 

○  北海道をはじめ、ことしは台風の被害が多く、農村地帯は大きな被害を受けた。

タマネギは九州で病気も重なり、野菜類の値が大幅に上がっている。野菜の値段が

倍以上になっていて大変だ、というニュース報道は、新聞や民放、ＮＨＫも取り上

げる。大多数の消費者にとって深刻で関心の高いことだが、価格高騰の背景には、

暮らしが足元から崩れてしまっている農家がたくさんいる。私が見た範囲では、Ｎ

ＨＫは野菜の価格高騰の報道の後には台風の被災地の農家も映し、農家の思いを運
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ぶような作り方をしている。ほんの少しかもしれないが、そのように農家のことを

足して伝えることで、社会全体の連帯感を保とうとしていると私は受け取っている。

そのことに感謝を申し上げたいし、引き続きそういう報道をお願いしたい。 

 

○  １０月２日(日)、鹿児島に滞在中、九州・沖縄ミライ語りっ！「どうする！？米

軍基地」（総合 前 7:45～8:57  九州・沖縄ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。沖縄出身の芸人・ガレッ

ジセールが司会で、若者を集めて沖縄について討論しており、大人の意見はほとん

ど入らなかった。全員が沖縄の人でなく、全国から集まった若者が沖縄についてい

ろいろな意見を言っていた。番組が終わるときに「こういうことを毎週やってほし

い」と言った若者が何人かいた。ＮＨＫには若者の声を拾ってもらいたい。沖縄の

人も、そうでない人も、若い人たちが意見交換をし、これからの沖縄についてよい

意見を出した番組だった。これからもやってほしいという若者の思いが、実現すれ

ばよいと思った。 

 

○  １０月８日（土）のＥＴＶ特集「原発に一番近い病院 ある老医師の２０００日」

を見た。ＮＨＫが被災地に寄り添っていなければできなかった番組だ。淡々と老医

師の姿を追っていて、声高に言わなくても地域医療、被災地医療の問題がクリアに

映し出されていた。８１歳という高齢でありながらも、奮闘する医師の姿をそのま

ま追った感動的な番組だった。 

 

○  ＥＴＶ特集「原発に一番近い病院 ある老医師の２０００日」は、８１歳の院長

を見て、重たいテーマであるのに思わず笑ってしまう部分も何度かあり、すがすが

しく作られていた。国や自治体からの支援が、あまりないような話だった。地域医

療の重要性、国、県の支援の実態も見たかった。この病院はこれからどうなるのか、

院長１人でどうやっていくのか、引き続き番組を作ってほしいと思った。 

 

○  １０月１日（土）のＥＴＶ特集「私たちは買われた－少女たちの企画展－」を見

た。若い女性たちの売春、彼女たちの苦しみ、不安、心の葛藤を追った番組だ。２

０年ほど前に援助交際と言われたときと違い、今はＪＫビジネスと呼ばれているが、

その裏には貧困や将来への不安といった、さまざまな問題がある。そしてＪＫビジ

ネスの先には売春があり、みんなに気づいてほしいという女性たちのメッセージが

強く発信されていた。こういう番組を続けてもらって、多くの人に知ってもらいた

い。私たちが知らなければならないことがたくさんあると思った。 

 

○  ９月１９日(月)の伝説の晩餐会（ディナー）へようこそ３「ゴルバチョフが語る 

日ソ・日ロ交渉秘話」(ＢＳ１ 後 9:00～10:49 <後 9:50～10:00 ニュース中断> )
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を見た。外交問題、ロシア問題の深い部分について考えさせられる番組だった。今

に至るまでの間に、いろいろなことが起こり報道されてきたが、素人がただニュー

スを見てもその意味合いはその時にはなかなか分からない。後になってみて、あれ

が大きなポイントだったということもある。そうしたことが時間を追って、人間的

なエピソードも交え、分かりやすく考察されていた。長い時間だったが、集中して

見ることができ、すばらしい番組だった。当時の外務省の官僚が２人出演していた

が、それぞれ意見は少し違っていた。それだけ難しい問題だということが分かった

ことも、詳しくない視聴者にとって意味があったのではないかと思う。ゴルバチョ

フ元大統領も出演しており、その記録のストックも含め、ＮＨＫでないと作れない

番組だった。ただ、「伝説の晩餐会（ディナー）へようこそ」というタイトルから

は、ここまで深い番組であると伝わらない気がして、もったいないと思った。 

 

○  ９月１９日(月)の伝説の晩餐会（ディナー）へようこそ３「ゴルバチョフが語る 

日ソ・日ロ交渉秘話」を見た。よい番組を作られている。過去の歴史を振り返り、

今の位置づけを示すことも、アーカイブスを持っているＮＨＫの強みだと思う。Ｎ

ＨＫのよさが生きる番組を引き続き作ることで、視聴者のＮＨＫへの支持も高まる

のではないか。引き続きよい番組を作ってもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ありがたい励ましと受け取った。これからも皆さんに励ま

していただけるような番組を作っていきたいと思う。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２８年９月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

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

１２人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、平成２８年度後半期の国内放送番組の編成について説明があり、

平成２９年度の番組改定とあわせて意見の交換を行った。続いて、「昔話法廷」に

ついて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１０月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

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

有森 裕子（元マラソンランナー） 

         鎌田  實（諏訪中央病院名誉院長） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

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

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

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

増田 雅己（読売新聞東京本社常務取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２９年度の番組改定」について＞ 

 

○  総合テレビは前半期、平日１９時台の番組の編成のありようを変えた。その効果

を検証することも重要だと思うので、教えてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  今年度の総合テレビの改定については、視聴者の視聴環

境・ニーズに合った編成をしようというねらいで、平日１９

時半から２０時台にかけての編成を大きく変えた。どの番組

もよく見られている。昨年度と比べても第１四半期のゴール

デンタイムの視聴率が、平均で１．９ポイント増加しており、

大きな効果があったと言える。また、番組の質的調査におい

ても視聴者の支持は高く、高評価をいただいている。平日１

９時半からの改定については視聴者のニーズに応えることが

できたと考えている。 

 

○  具体的に評判のよい番組について教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  特に評判がよい番組は、月曜日の「鶴瓶の家族に乾杯」だ。

昨年度まで前編と後編で２週に分けて放送していたが、今年

度から７３分に放送時間を延ばし１本にまとめたことで見や

すくなり、視聴者から大きな支持がある。水曜日の「ためし

てガッテン」は１９時半に移設し「ガッテン！」とタイトル

を変え、内容もよりコンパクトに中身を伝えるようにし、大

きな支持がある。火曜日の「うたコン」と「サラメシ」につ

いては、双方の番組が連携を深め、継続視聴もされており、

成果を挙げていると考える。「木曜時代劇」は土曜日の１８時

台に移設し「土曜時代劇」となったが、もう少し定着するま

で経過を見ていきたい。 

  土曜・日曜日の１９時台・２０時台は改定がなかったが、

土曜日の「ブラタモリ」は２年目に入り、視聴率も伸びてい

る。そして質的な評価も上がり、番組の質を測るための指標

においても、すべての項目で高い評価を得ている。番組はあ

る程度の時間をかけ、定着させることが大事だということが

分かる。 

 

○  では１９時半から２２時に移設した「クローズアップ現代＋」についてはどうか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  世帯視聴率は１９時半から放送していた昨年度よりも若干
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落ちているが、昨年度２２時から放送していた番組との比較

では、今年度の「クローズアップ現代＋」の方が高い。そし

て番組の質を測るための指標は昨年度の同時期の「クローズ

アップ現代」と比較すると大きく改善されている。じっくり

見やすい時間帯になったことも影響しているのではと考える。

番組の編成が変わったことに気づいていただくまでには時間

がかかるので、丁寧に周知し、内容についてもよりタイムリー

な題材を扱うなど工夫を続けていく。 

 

○  以前は「クローズアップ現代」というと国谷裕子キャスターのイメージがあった。

今は毎日キャスターが替わるため、誰が出ている番組なのか印象に残りにくい。そ

れぞれのキャスターの特徴を生かせばよいのかもしれないが、この曜日はこのキャ

スターで、こういう特徴がある、というようなイメージはまだできていないと思う。

１人の看板キャスターを立てるのとどちらがよいかは分からないが、引き続き視聴

者の声を聞いて改善していってほしい。 

  全体的に視聴者の評価も高いようなので、今年度の後半、来年度に向け、視聴者

の声を聞いて質の高い番組を作ってほしい。 

 

 

＜昔話法廷「“アリとキリギリス”裁判」（Ｅテレ ８月３日(水)放送）、 

「“浦島太郎”裁判」（Ｅテレ ８月５日（金）放送）について＞ 

 

○  とてもおもしろかった。ただ、有名な昔話をモチーフにしているが、もしかした

らこれらの昔話を知らない人もいるかもしれない。昔話そのものを知らなければお

もしろくないのでは、と思うが、番組ではいきなり裁判から始まり、昔話について

の説明が足りないように思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組を見た後に学校などで議論するための時間を割いても

らうことも考え、１５分という短い時間の番組になっている。

どこまで昔話についての説明を盛り込むかは、時間的な制限

があった。そうしたこともあり、さまざまな昔話がどれだけ

知られているのか、事前に認知度のリサーチをした。今回の

「アリとキリギリス」と「浦島太郎」については、知ってい

る子どもたちが多かったため、昔話そのものの情報は少なめ

にしたが、ほかの昔話を扱った回ではもっと詳しく情報を入
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れたりもしている。 

 

○  子どもと一緒に番組を見た。子育てを始めてから、寝る前によく絵本を読み聞か

せるが、道徳的に本当にその結末でよいのか考えさせられる作品もあった。今回の

題材の「アリとキリギリス」についても、子どもはこれまで「アリが絶対に正しい」

と思っていたようだが、この番組を見て「キリギリスがかわいそう」と言っていた。

小さい子どもでもいろいろなことを考えるきっかけになったようで、興味深かった。

番組全体にクラシカルな雰囲気があり、イラストもかわいかった。アリやカメが着

ている服装も説得力があって工夫が感じられた。ほかの回も見たいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  意図したことが伝わってありがたく思う。キャラクターに

表情がなく、物語の背景を説明する時間もないので、服装な

どを工夫して、キャラクターの暮らす環境や性格などを感じ

てもらえるようにした。 

 

○  大真面目な法廷劇で、大人が見てもなかなか楽しめる番組だと思った。アリに子

どもが８人もいた、浦島太郎が地上に戻ろうと思ったきっかけが、おと姫の妊娠

だったなど、裁判員の心証形成に大きな影響を与えるのではと思うような新事実が

明らかにされるところも作りとしてはおもしろかったと思う。ただ、番組のねらい

として、昔話が持つ従来の教訓に対するアンチテーゼ、異なる見方を考えさせよう

としているのか、あるいは裁判や法律について考えさせようとしているのかが分か

りにくかった。対象となる生徒の学年によっても、何を目的にするかが変わってく

ると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  昨年シリーズの放送をしてから、ありがたいことに予想以

上に多くの学校の授業で使っていただいている。使われる科

目は幅広く、「総合的学習」の時間にアクティブ・ラーニング

の教材として、また「公民」の時間に裁判員制度の意義を学

ぶ教材、あるいは「道徳」の時間、「国語」の時間にコミュニ

ケーションを学ぶ教材としても使われている。先生がどの科

目で、どういう意図で使うかによって、番組を通じて子ども

たちが考えることも変わるのではないかと思う。学校放送の

番組を作るときは「算数」、「国語」のように教科と対象を絞

ることが多いが、これは作る段階からあえて教科やターゲッ
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トを絞らずに、広く使いやすいよう作った。視点を変えて見

ると、全く別の価値観が見えてくることを子どもたちに知っ

てもらいたいという気持ちはあった。先生たちからは、「視聴

後の生徒たちの議論を通じて、その子が何に価値を置いて生

きているのかが見えてくる」とよく言っていただく。 

 

○  昔話を題材にしているのでおもしろく見ていたが、途中からこれでよいのだろう

かと感じた。というのも、昔話が持つ従来の教訓が置いていかれてしまったように

感じた。何のためにこの番組を放送しているのか調べ、ようやく学校放送の番組で

あることが分かった。教材として扱う場合、先生が昔話の教訓についても説明され

るのかもしれないが、１人で見て、１人で考えていると、いろいろな方の意見が聞

けないので、どこに行き着いたらよいのか分からない状況になることもありうるか

と思った。また裁判員制度のことは、詳しく分かる先生はそう多くはないと思う。

アリとキリギリスが親友であるとか、おと姫の妊娠といった設定には違和感があっ

た。特におと姫のエピソードは大人が見てもドロドロした部分があり、学校向けの

教材としてふさわしいテーマなのか、違和感を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  昔話を脚色することについては、毎回、苦慮する部分だ。

ただ、そのままの昔話のままでは、裁判の題材としても、思

考する題材としても、子どもたちに多様な視点を与えにくい

こともある。脚色を施すことで、子どもたちに物語への疑問

や登場人物の心証について考えさせ、悩みながらも新たな視

点で想像してもらうことを意識している。なお、この番組は、

ＮＨＫの学校向けサイト「ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」

に動画掲載しているが、あわせて裁判員制度など授業で補足

するための先生向けの指導案も付随している。ご指摘いただ

いたような「一人で見ているとモヤモヤする」という意見は、

ツイッターなどでも見られた。たとえば放送時間を増やし、

番組の末尾に評議のシーンをつけるといったことは、今後検

討していく余地があると思う。 

 

  先人から語り継がれている昔話に価値があることはもち

ろんで、そうした教材は「おはなしのくに」など小学校低学

年向けの別の枠で放送している。今回は、それとはまた別の

視点で、常識を疑う目を育てたいという趣旨の企画だった。
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そういう視点も、「ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」のアプ

ローチの一つに加えたかった。今までそういう教材がなかっ

たこともあり、今回こういう番組を制作した。 

 

○  昔話の脚色に対し不安を持つ人もいるので、子どもたちが視聴後に議論し、ユ

ニークな発想が広がるところまできちんと見せる特別編のようなものがあれば、そ

うした大人たちも納得するのではないか。 

  私としてはとてもおもしろく見た。日本が強い国になっていくためには、正解の

ないものをみんなで考え合うことが大事だと感じている。今は正解を求めるばかり

で、テレビはこれが正しいと押しつけているところもあるように思う。今回の番組

は、多様な考えがあることを気づかせる意味で大事な番組であり、子どもたちに正

解を押しつけていないところがよいと思った。もっとたくさんの人に知ってもらい

たい。また、内容に文学の世界を感じた。子どもたちはだんだん本を読まなくなっ

ているが、人間の複雑な心をさらに学びたいと思ったら、哲学や文学の世界に触れ

ることが大事だ。今回の番組はその糸口になるのではないかと思う。テレビからそ

ういうものが出てくることは衝撃的なことのように思い、評価したい。 

 

○  「アリとキリギリス」と「浦島太郎」は、それぞれ性格は異なるが、ベースはしっ

かりした物語で、認知度もかなり高い。 初はそのオリジナルのベースを崩すこと

はいかがなものかとも思ったが、実際に視聴するとチャレンジングでおもしろい番

組だと感じた。Ｅテレはほかの番組も含め、作り手の感性、チャレンジを尊重する

風土があるように感じており、思わず見入ってしまう番組が結構ある。この番組も

その一つになるかと思う。具体的な状況証拠により登場人物の内面に踏み込む設定

となっており、その想像力の膨らませ方に感心した。大人の想像を超えて、さまざ

まな価値観、考え方が世の中に存在することを子どもたち自身が理解することが番

組の も大きなテーマではないかと感じた。今後は、学校現場からの反響をより広

げるような工夫をどう進めるかが問われるだろう。 

  大人も楽しめる番組だったが、おと姫の妊娠のエピソードや心理描写は、生々し

いと感じる部分もあった。対象が小学校５年生～中学生、高校生ということだが、

「１５歳以上」をターゲットとするほうが番組の目指すところにいちばんフィット

するのではないかと感じた。幼児向けの番組と連動すると保護者も驚くだろうから、

放送時間は注意する必要があるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「浦島太郎」は、確かに小学校高学年からすると生々しい

部分があると思う。昨年、「昔話法廷」は大学の法学の授業な
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どでも使われたという話も聞いた。かなり幅広いところで

使っていただいていることもあり、「浦島太郎」については、

ほかの回との差異化の意味もあり、高校生・大学生にも使っ

てもらうことを想定して作った。番組を活用する先生は、自

分の学年、クラスの状況に合わせ、全６本の中でどの回を選

ぶのか、選択していただきたいと思っている。 

 

○  異なる価値観の提示、答えのない終わり方がすばらしいと思った。ただ、内容が

難しいので、学校現場は番組の趣旨をあまり受け止めてくれないだろうと思った。

しかし、学校現場からとてもよい反響があると聞いて安心した。そういうことを受

け入れる学校現場の雰囲気をとてもうれしく思う。大学生、あるいは社会人のビジ

ネススクールでも十分に使える気がする。同じような発想で題材を変えれば、考え

る力を養うことを目的とした教材など、新たに売れるコンテンツにもつながるので

はと思った。 

 

○  学校教育向けであることに気づかず、大人が見る番組だと思って見た。大人がい

ろいろなことを考え、知的におもしろがるための番組と思っていたので、小学校高

学年からが対象と聞いて驚いた。寓話は、いかようにも解釈できるからこそ、時代

を超えて生き残っていると思う。それだけに、現代的な設定により、想像の余地が

失われてしまっている部分もある気がして、もったいないと思った。丁寧に作られ

ている点にはとても感心した。俳優の演技やキャラクターの動きも上手で、演出が

とてもよいと思った。 

 

○  自分ならどうするだろうかと考えながら見た。おもしろいのだが、設定が少し強

引・誘導的と感じるところもあった。先生によっては、授業の進め方も難しいので

はと懸念するが、こうあるべきという“べき論”を子どもたちに抱かせずに、いろ

いろな発想で自分の引き出しを増やしてもらえばよいと思う。そうした育成がうま

くできれば、将来さまざまな分野で生きてくると感じた。 

 

○  出演者の演技もよく、丁寧に作られており、高度な哲学番組だと思った。台本を

おもしろく作っており、想像力を感じさせた。答えのない問いを子どもに投げかけ

考えさせる姿勢はすばらしい。この題材を使って、中学生、高校生、大学生が議論

するところも放送で取り上げるとよいと思う。ハーバード大学のマイケル・サンデ

ル教授の「白熱教室」は、世界的に人気がある。この番組も、アクティブ・ラーニン

グ方式で、子どもたち・学生たちが楽しんで活用しているところを続編として放送

してくれれば、「白熱教室」に勝るとも劣らない番組ができるのではないかと期待
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している。 

 

○  日本の教育は正解のある問題を速く答える能力が尊重されるが、今回の番組は

後に結論を出さず議論の余地を残していた。正解のない問題をみんなで多様に考え

ることが教育では重要、というメッセージを発信しており、すばらしいと思った。

また、「アリとキリギリス」のような昔話だからこそ、子どもたちも親しみを感じ

て関心を持てると思った。ただ、タイトルは、「“新”昔話法廷」としたほうがよ

いかもしれない。「昔話法廷」ではこれが本当の昔話のストーリーかと子どもたち

が思ってしまうかもしれないし、工夫したほうがよいと思った。 

 

○  番組の長さが１５分と短いこと、また判決まで出さない構成になっていることな

どは適切だと感じた。昔話から現代的な意味を読み解いてみようとする意図だとす

れば、それはおもしろい試みだと思う。ただ、それぞれの物語の核心の部分から、

現代に通じるメタファーをうまく紡ぎ出せたかどうか、という点については、やや

物足りなさを感じた。例えば、「“アリとキリギリス”裁判」では、今日の競争社会

の中で、持てる者が持たざる者を助ける意味を問う形にすることもできたのではな

いか。また「“浦島太郎”裁判」では、この昔話に込められている“老いる”こと

に対しての人間の苦しみが、現代の世界で何を象徴しうるのか。そういった部分に

踏み込んだほうが、視聴者がいろいろと考えるきっかけになったのではないか。そ

の方が判決まで出さない番組構成にもより合っていたのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  いろいろなご意見、ありがたく思う。糧にし、参考にし、

生かしていきたい。 

 

  教育は難しい時代に入っている。先行きが不透明な時代、

大人たちが正解を提示できていない。世界全体でいろいろな

ことを考えないといけない中、今までとは違う仕組み、違う

価値観をもって生きていかなければならないとうすうす気づ

いているが、それが何なのかはなかなか提示できず、共有で

きない。そんな時に教育は何ができるのかということが私た

ちの大きなテーマだ。明らかな正解は見つけられないが、正

解へたどり着くまでの道筋は教えられるのではないかという

ことで、こういった番組を作っている。みんなが納得できる

解を導くためにどういう考え方が必要なのか、この番組はそ

のきっかけを与えたにすぎず、どう考えたらよいのかという
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スキルの部分は提示できていない。ここから思考をどう深め

たらよいのかも、新しい教育番組として提示できたらよいと

思っている。貴重な意見をありがたく思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックでは、ＮＨＫはしっかりと放送

していると感じた。リオデジャネイロオリンピックでは、８月６日(土)の開会式が

広島平和記念式典の時間と重なっていたが、総合テレビで広島平和記念式典の生中

継をし、同時刻のＥテレではリオデジャネイロオリンピックを放送していた。その

バランスはなかなかよかったのではないかと思った。リオデジャネイロパラリン

ピックでは、複数の放送波をうまく使い分けて編成しており、興味のある人たちが

見られるチャンスを多く与えているのがよい。競技では車いすバスケットボールな

どの魅力をわかりやすく補足し、興味をもたせてくれている。東京パラリンピック

を成功させるためにも、ＮＨＫが総力を挙げ、パラリンピックのおもしろさを国民

に分かってもらうようにしてもらいたい。今回のパラリンピックで、日本は金メダ

ル１０個の獲得を目標にしていたが、メダルの数だけではなく、パラリンピックの

本当のすごさがうまく伝わるとよいと思った。いずれにしても、何が大事なのかを

常に考え、視聴率だけではなく、忘れてはいけないものをきちんと伝え、４年後の

東京オリンピック・パラリンピックに向けＮＨＫがどういった動きをするかは大事

なことだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  パラリンピックの放送に期待していただき、ありがたく思

う。われわれはオリンピックと同様にパラリンピックの放送

をどうしたらよいか研究し続けている。リオデジャネイロに

視察に行ってきたが、生で見るとテレビの画面で見ていたも

のと違う魅力も感じられる。現地で競技に詳しいプロデュー

サーから解説を聞くと、その競技がより魅力的に感じられる

ことがよく分かった。これから４年かけ、放送でも競技の肝

を解説し、そのおもしろさを伝えていきたいと思う。 

 

  リオデジャネイロパラリンピックは生放送の時間を増やし

ている。パラリンピックというと障害者のスポーツと思われ
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がちだが、そういう捉え方ではなく、パラリンピックという、

オリンピックとは違う種類のスポーツの祭典と考える。そう

いう意味でもオリンピックの放送と差がないようにしていき

たい。オリンピックは生放送で、パラリンピックは録画放送

ということではなく、パラリンピックも生放送の興奮を届け

たい。そういう目でも見ていただければと思う。 

 

○  リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックに関連して、ＮＨＫが提供する

「ＮＨＫスポーツアプリ」は、その作り、利便性の面で、大変すばらしい出来だっ

た。リアルタイム、ライブでの中継、見逃し視聴など、いろいろな角度で情報をた

どって見ることができ、今この瞬間に何を伝えているかという通知機能もある。ス

ポーツに対する新しい参加の形で意義があると思った。インターネットを通じて放

送の同時配信を検証実験しているという今までのスタンスを１歩２歩踏み出した

取り組みという印象を受けた。リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックは、

時差の都合で、深夜や早朝など日本での生活時間とは異なる時間にテレビで見るの

が自然な流れだった。次の 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックでは、多

くの人が活動する日中の時間帯にも競技が行われ、テレビの前に座って見るだけで

はない視聴が重要な要素になると思う。新しい放送の形態を開拓する必要があり、

そこに大いに期待している。日本を訪れる海外の方への情報提供も含め、ＮＨＫだ

けのサービスということではなく、輪を広げてそのあり方を議論し、より大きな取

り組みになることを期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

  リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックは、イン

ターネットでも積極的に発信しようということで、国際信号

の競技映像が制作されるものについてはインターネットで見

ていただけるようにした。ライブ配信、見逃し配信、ハイラ

イトという形で提供した。ＮＨＫの放送は若い人たちに訴求

力が少ないと指摘されているが、これらのサービスはアプリ

などを通じて若い人たちを中心によく見ていただいた。４年

後の東京オリンピック・パラリンピックに向け、どのような

インターネットコンテンツが見ていただけるのか、その編集

のしかた、見出しのつけ方、競技の選び方など、さまざまな

学びがあった。見たいときに見たい場所で見たいものを見ら

れるよう、引き続き取り組んでいく。 
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○  オリンピアン・パラリンピアンは放送してもらうことで、日ごろの努力を多くの

人に伝えられる。あれだけの放送をしてもらい、当人たちにとってこれほどうれし

いことはないのではと思った。特にパラリンピックは生放送も含め今までにないぐ

らい長時間放送している。放送内容も、時間帯、演出、興味の持っていき方など、

工夫が見られる。2020 年に向けパラリンピックへの関心が高まる中、こうしてた

くさん放送してもらうことで、いろいろな視点でパラリンピック、障害者スポーツ

のあり方を感じてもらえると思う。ただ、競技の合間のスタジオ部分については、

競技の説明をするだけではなく、その障害によって競技へのアプローチがどうなる

のか、もう少し突っ込んだ質問をして掘り下げてほしいと思った。視聴者の疑問を

代弁してくれるゲストを起用するなど、競技や選手に対しもっと興味が深まるよう

なやりとりを期待したい。 

 

○  戦争と平和に関する一連の番組については、戦争の愚かさ、悲惨さ、不条理さ、

何よりも平和の尊さをあらためてかみしめることのできる番組が多くあった。８月

６日(土)に放送したＮＨＫスペシャル「決断なき原爆投下～米大統領 ７１年目の

真実～」は、戦争の本質を捉えた優れた番組だった。また８月１４日(日)のＮＨＫ

スペシャル「村人は満州へ送られた～“国策”７１年目の真実～」は、終戦間際ま

で国策として進められた満蒙（まんもう）開拓団について、埋もれていた極秘文書、

肉声テープで明らかにしていた。国策遂行の中で犠牲になった人々の悲劇を、膨大

な日記や生々しい証言、ドラマ仕立ての映像も交え、立体的に、説得力のある形で

放送しており感心した。綿密な取材で、これまで不明瞭であった真相にかなり近づ

き、意義のある番組だったと思う。８月２０日(土)のＮＨＫスペシャル「沖縄 空

白の１年～“基地の島”はこうして生まれた～」は、戦後、沖縄県民のたどった経

過がよく理解できた。基地問題で今も揺れる沖縄県民の心情的なバックグラウンド

をより深く理解する意味でも、公共放送にふさわしい番組ではないかと思った。戦

争の体験者が減り、戦争の記憶の風化が問われている中、次の世代に戦争の不条理

を伝えていってほしい。 

 

○  戦争と平和を考える番組については、８月６日(土)のＮＨＫスペシャル「決断な

き原爆投下～米大統領 ７１年目の真実～」、８月１３日(土)のＮＨＫスペシャル

「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ ２３年目の告白～」、８月１４日(日)

のＮＨＫスペシャル「村人は満州へ送られた～“国策”７１年目の真実～」などを

見た。今まで知られていなかったこと、報道されていなかったことを取り上げてい

てよかった。 

 

○  戦争をテーマにしたドラマについては、７月３０日(土)の終戦スペシャルドラマ
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「百合子さんの絵本～陸軍武官・小野寺夫婦の戦争～」(総合 後 9:00～10:30)、

９月３日（土）のＮＨＫスペシャル「ドラマ 戦艦武蔵」(総合 後 9:00～10:13)、

８月１５日(月)の終戦企画ドラマ「ラスト・アタック～引き裂かれた島の記憶」(Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29)などを見た。いずれも明確なテーマ性と強いメッセージ

性を有した見応えのある質の高いドラマだった。キャスティングもよかったが、人

物描写も丹念で、ＶＦＸもうまく使っていた。登場人物にきちんと寄り添っており、

戦争の不条理と悲劇を、臨場感をもって伝えていたと思う。ＮＨＫのドラマは制作

者の思い、メッセージが伝わるよい番組が多いと感じ、今回の戦争をテーマにした

ドラマにしても、そうした力がしっかりと反映されたと思う。 

 

○  ８月２日(火)の「夏休みドラマ キッドナップ・ツアー」(総合 後 7:30～8:43)

を楽しく見た。実の父親に誘拐された小学５年生の娘の話だ。娘・ハル役の豊嶋花

さんは演技がとても上手で魅了された。心の声のナレーションと、表情がよく、す

ごく感情が伝わってきた。父親役の妻夫木聡さんも、格好よい一方で、少し駄目な

お父さん役がはまっていて楽しかった。子どもっぽいお父さんだが、ハルがお父

さんを大好きなことがよく伝わった。すごく考えさせられ、涙も流しながら見た。

自分の父親に対する感じと重ねたりした。一緒に見ていた子どもも「うちのお父

さんみたい」と言っており、その反応も興味深く、楽しく見た。 

 

○  連続テレビ小説「とと姉ちゃん」を毎回楽しく見ているが、気になったところが

ある。文学少女の鞠子が、平塚らいてうに、「あなたの暮し」に投稿してほしいと

手紙を書くシーン。とてもきれいな字で手紙を書いているのだが、平塚先生の名前

が行の 後に書いてあるのが、一瞬だけ映った。当時文学を学んだ人であれば、人

に手紙を差し上げるときに、相手の名前を行の 後に書くことはありえず、必ず改

行しなさいと教わる。細かいことだが、見ていて気になった。 

 

○  ８月１８日(木)の「ＮＨＫニュース７」で子どもの貧困を扱ったニュースがあっ

た。相対的貧困の見えにくさをテーマにしたイベントに参加した女子高生が出てい

た。名前と顔を出し、自分の思いと現状について語っていた。その女子高生に対し、

「それが本当に貧困なのか」というような、本人のプライバシーにも踏み込む形で、

インターネット上で激しいバッシングの書き込みが広がった。今は貧困自体が可視

化しにくい状況にある。現実に今回の女子高生のように経済的な理由によって自分

の人生の進路選択が狭められる、普通の生活が成り立つのが困難な状況が、現実に

ある。そのことをしっかりと伝えた女子高生の勇気に敬服した。ＮＨＫの報道は意

義のあるものだったと考えるが、その経過について聞きたい。この女子高生の人権

を守る観点からも可能な限りのサポートをお願いしたい。 
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（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫニュース７」で取り上げた、貧困状況にある女子

高生の問題は、放送後、ご指摘のようなバッシングの事実は

ある。今回取り上げたのは、神奈川県が設置した貧困につい

て考える会議に参加する女子高生だ。この会議が開催したイ

ベントの場で、オープンな形で本人が貧困について話したこ

とを伝えている。さまざまな局面で女子高生が支援を受けて

いる事実や、生活実態なども取材したうえで放送している。

絶対的貧困と相対的貧困の問題については、食べられないこ

とや住む場所がないことが貧困なのか、自分の希望する進路

に進めない状況に追い込まれていることは貧困なのか、いろ

いろな捉え方があると思う。今の社会状況の中で、貧困につ

いて冷静に伝える必要があると考える。今回、ネット社会で

は、女子高生のツイッターのアカウントまで調べられ、見ず

知らずの人から追及されるという状況だ。オープンの場での

話を放送で伝えたということであっても、予期せぬところか

ら人権の侵害につながるようなことが起きないか、対策を考

えていかなければならない。女子高生とその家族とは、今も

取材者が連絡をとりフォローを続けている。これからもそう

いう配慮をしていく。 

 

○  ７月２３日(土)のＥＴＶ特集「母と子 あの日から～森永ヒ素ミルク中毒事件６

０年～」を見た。ヒ素が混入していた粉ミルクを飲み、西日本を中心に１万人以上

の被害者を出した事件だ。被害者の現在と、ヒ素ミルクを与えてしまった母親の思

いを取材しており、「この問題を風化させてはいけない」と被害者が訴えていた。

風化させてはいけないということは、同様の事件を起こしてはならないということ

だと思う。その意味で、被害者が求めていることに対し、メーカーや行政がどう考

えているのか、コメントが欲しかった。二度と同じような事件を起こさないために

は、反省をいかに生かすかが教訓になるのではないか。加害者側がどう思っている

のかを入れられれば、教訓が生まれたのではないかと思った。 

 

○  ９月１日(木)のハートネットＴＶ「熊本地震(９) また取り残されるのか～障害

者支援・東俊裕さん～」を見た。東日本大震災のときも「ハートネットＴＶ」では

障害者の状況を取材し伝えていたが、熊本地震でも仮設住宅のバリアフリー化が不

十分で障害者の入居が困難であるなど、東日本大震災の教訓が生かされていないと



14 

知った。障害者用の仮設住宅を一つの敷地に集約するような方向に進む懸念もある

というが、東弁護士は、「みんながいる中で障害者も暮らしたいので、障害者用の

仮設住宅は健常者用の仮設住宅と同じ敷地に造るべきだ」と訴えていた。こういう

番組を作ることで被災地の状況を知ることは重要だと思う。 

 

○  ７月３１日(日)放送のＢＳ１スペシャル「幸せなら手をたたこう～名曲誕生の知

られざる物語～」に感銘を受けた。坂本九さんが歌った、国民的な人気のある歌の

誕生秘話だ。ある大学院生がフィリピンへ行ったところ、現地の人たちは第二次世

界大戦がきっかけで日本を恨んでいたという。しかし、その中の１人フィリピン人

の青年が日本を許そうとした。その気持ちに応えようと、木村利人さんが「すべて

の民よ、手を打ち鳴らせ」という「聖書」のことばを思い出し作った歌ということ

だった。戦争を扱っていながら、希望の持てる番組だったと思う。 

 

○  ９月６日(火)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 知られざる国々の素

顔「暴かれる王国 サウジアラビア」はよい番組だった。サウジアラビア社会の問

題点については、なかなかふだん知ることができないことだが、隠し撮りのカメラ

の映像などもあり、いろいろと教わる点があった。 

 

○  ＢＳ世界のドキュメンタリー「シリーズ 知られざる国々の素顔」を見た。９月

６日(火)「暴かれる王国 サウジアラビア」、９月７日(水)「イランは変貌するか 

～核合意と経済制裁解除のはざまで～」、９月８日(木)「ベラルーシ自由劇場の闘

い～“欧州 後の独裁国家”の中で～」、そして９月９日(金)「Ｃｉｔｙ４０ ～

旧ソビエトの“秘密都市”を行く～」と、４日間連続で取り上げており、見応えの

あるシリーズを放送していると思った。 

 

○  ＢＳプレミアム「美と若さの新常識～カラダのヒミツ シーズン２」は新しい視

点でおもしろく、興味を持って見ている。 

 

○  ＢＳプレミアムの「幻解！超常ファイル ダークサイド・ミステリー」には毎回

感心している。未確認飛行物体の映像など、世界中で「ＵＦＯに違いない」と言わ

れているようなものを徹底的に調べ、画像解析の専門家に依頼するなどし、それが

作り物であると暴いている。昔はアカデミックの分野でもそうした解析に取り組ん

できた学者もいるが、今はそれだけで時間がなくなってしまうのでなかなかできな

い。そんな中、公共放送として真正面からこうした問題を扱うことは、科学者にとっ

てありがたいことだと思う。ぜひ続けてほしい。 
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○  地震の報道が気になっている。７月２０日(水)の朝７時２５分ごろ、茨城県南部

を震源とするやや強い地震が発生し、総合テレビでは番組を中断して２０分近く地

震の報道を放送していた。ただ、被害が出ていないのに２０分もやる必要があるの

かと感じた。１０分ほど伝えて、続きはＬ字などで伝えるという工夫はできないの

だろうか。判断は難しいとは思うが、被害状況、地震の大きさを踏まえ、短い時間

で切り上げられるときは切り上げたほうがよいのではないか。見たかった番組が休

止になってしまうこともあるので、検討してほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２８年７月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１５日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、

７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、経営計画における「達成状況の評価・管理」（２８年度第１四半期・

４～６月）について説明があった。続いて、「一本の道 “黒い聖母”の巡礼路をゆく～

フランス・ミディピレネー～」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見

の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、８月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

   副委員長  大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

   委 員      大島 まり（東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授） 

         大野 博人（朝日新聞社編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

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

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

                 

 

（主な発言） 

 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」について 

                    （２８年度第１四半期４～６月）＞ 

 

○  四半期報告の分析結果は現場とどのような形で、どこまで共有化しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  データは現場の局長から部長を通し、プロデューサー、番

組を制作している職員にまで共有されている。 

 

○  番組レベルまで落とし込める形になっているということか。 
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（ＮＨＫ側） 

  四半期ごとのデータで個々の番組がどのような状況なのか

分かるようにし、おのおのが見て研究するようにしている。

視聴率はもちろん、質的指標などを担当者が見られるように

している。 

 

○  総合テレビのゴールデンタイムの世帯視聴率がとても高かったのは、２０時台、

２２時台の番組の編成を変えた成果ではないかと思う。意欲的に改編した結果、世

帯視聴率を上げたのでよかった。特に、２０時台は今までの番組からかなり変わっ

ており、２２時台の「クローズアップ現代＋」もそれなりに見られているようで、

大変よかった。公共放送としてのＮＨＫらしい番組を作りつつ視聴率が高くなるこ

とが望ましいと思う。２０代、３０代で男女ともにあまり見られていないが、この

年代でＮＨＫを見ている人はどういう番組を見ているのか、そこにさらに強化する

べき点がないのか。大学生ぐらいの人にＮＨＫに親しんでもらうことで社会に出て

からもニュースなどを見てもらう可能性があるのではないかと思う。ＮＨＫの番組

を大学教育、高等教育にうまく生かす形で若い人の視聴率を上げる取り組みの可能

性もあるのではないかと思うので、検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  われわれもいろいろと検討し、チャレンジしていきたい。 

 

○  調子のよくない番組を強化するというやり方もあるが、調子のよい番組をより強

化するというやり方もあると思うので、検討してほしい。今回は番組編成を変えて、

結果が出て、たいへんすばらしいと思う。視聴率だけを求めるわけではないと思う

が、よい番組を作り、それを見ていただけることは公共放送として大事なことだ。

皆さんの努力が成果を出したのではないかと思い、とてもうれしい。 

 

 

＜「一本の道 “黒い聖母”の巡礼路をゆく～フランス・ミディピレネー～」 

（ＢＳプレミアム ５月２５日(水)放送）について＞ 

 

○  旅番組は民放でもよくあるが、タレントが案内役で、温泉を回って旅館やおいし

いものを紹介するという構成が多いと思う。「一本の道」はそういった旅番組への

アンチテーゼのような気がした。案内役は、ＮＨＫの一柳亜矢子アナウンサーで、

基本的に６日間ただひたすら歩くという内容だ。地元の紹介は多少あるが、観光名

所があるわけでもなく、観光意欲をそそるわけでもなく、刺激的なものもなく、ド
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ラマも起きない。景色は美しいが、とても静かで、出会う人たちも皆穏やかで、劇

的な部分が全くなく、地味と言えば地味だ。それでも何となく見てしまい、何とな

く心に残るという感じがした。このような番組を作る姿勢そのものがテレビ番組と

は何かという批判的な視点も含んでいておもしろいと思った。ある意味でぜいたく

な番組であり、このような番組をやることは大事なことだと思った。 

 

○  上質な紀行番組で、ＢＳプレミアムにふさわしい番組の一つではないかと思った。

今回は中世からの巡礼の道を、一部とはいえ疑似的に味わえ、興味深く見た。丘陵

地帯の自然の美しさ、巡礼者の思いの一端、巡礼者に寄り添ってきた沿道の人たち

の素朴な思い、幾世代にもわたって農民が積み上げてきた石垣、ロカマドゥールの

教会、マリア像など、見ている人それぞれが何らか思いをはせるような作りになっ

ているという印象だった。「一本の道」は視聴者が何かしら心に感じるような番組

であり、思いをどこにはせるのかについては、個々に委ねられていると思う。余韻

が残るような紀行番組として続けてほしい。観光、グルメ番組があふれかえってい

る時代で、ＮＨＫしかできない番組であり、大切にするべき番組だと思った。ただ、

巡礼のシンボルのほたて貝について触れているシーンは気になった。説明的になっ

てしまうと番組のコンセプトと齟齬（そご）を来す恐れもあるが、巡礼に関わる基

本的で簡潔な説明を入れていれば、より興味が湧くのではと感じた。一柳アナウン

サーが歩く過程で日々感じたことを日記という形で紹介したことはたいへんよ

かった。一緒に歩いた地元の方との家族に関わる話など、個人的な会話が多すぎる

のではないかと思った。「一本の道」を歩く２人の心の変化もあるかもしれないが、

今回はそこに焦点が当たりすぎており、感動を強調するような作りにしないほうが

よいと思った。今回の番組では、巡礼者の人たちや沿道の人たちとの会話をもう少

し聞かせることで「一本の道」の意味が浮かび上がるような作りのほうが、素直に

受け止められたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  世間であふれている紀行番組とは違うものをあえて打ち出

していこうというねらいがあった。年間１０本程度を予定し

ているが、おもしろおかしい観光ツアーではなく、歩きなが

ら自然な風を感じ、野に咲く花の美しさをめで、空気を吸い、

土地の人たちと出会うという、ヨーロッパにある歩く文化や

観光を日本の人たちにも知ってもらいたいという思いで作っ

ている。歩く中で土地の人に触れる喜び、同行者とともに会

話の中でそれぞれの人生が深まる点もおもしろかったので、

どの程度のバランスをとって構成するのか、毎回模索してい
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る。今回は個人的な会話が多すぎたかもしれない。行く土地

柄や歩くアナウンサーの個性で毎回変わるので、そのあたり

を見極め、模索を続けたいと思う。 

 

○  ゆったりとした時間の中で心が豊かになっていく思いがした。黒いマリア像、ほ

たて貝の説明がなかったので、インターネットで調べた。説明がされなかったこと

で、見終わったあと、もの足りなさを感じた。道が主役だったはずだが、ハイキン

グ、トレッキングの要素が強すぎたので、最後までアナウンサーの仕事の延長のよ

うな形に見えた。巡礼がテーマであれば、行き交う人の話をもっと入れるべきでは

ないだろうか。静かな道でも自転車に乗っている人が行き交うなど、日常生活の中

であるはずなのに、たった２人でずっと歩いていたように見え、非現実的な感じが

した。１人で歩いていた女性が「自分には迷いがある、巡礼によって自分を見つめ

たい」と言っていたが、その道を１人で歩く理由なども聞きたかった。母親と娘の

２人が出てきたが、スペインへ行くという母親の背景も知りたかった。昼間だけで

はなく、夜中も歩き続ける人がいるのではないか、その環境はどうなっているのか

など、長年の歴史の中での人々のつながりをもっと見たかった。また、巡礼してい

る方たちの話ももう少し聞きたかった。「歩く」、「おもてなし」、「自由」など、い

ろいろなテーマが考えられる番組でとてもよかったのだが、不完全燃焼で終わった

のが残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ご指摘の点については、どんな番組を作るときにも常に考

えるポイントだ。説明がどの程度あると分かりやすいかは、

どの番組でも悩む。「説明は分かりやすいが、番組はつまらな

かった」と言われることもある。「説明を省略するともの足り

ない」という意見もある。視聴者のターゲットや取り扱うテー

マによってとても悩むところであり、答えが出ないところだ

が、毎回考え続けなければいけないポイントだと思った。 

 

○  まるで映画を見ているようなきれいな映像に魅了された。私は巡礼について知識

がそれほどないが、アナウンサーの日記があったので、先を見ようという期待が持

てた。その意味で、アナウンサーの存在が大きかった。映像と登場する人たちが番

組の雰囲気を作っていたと思う。「歩かなければ気づかなかったこと、家を離れ、

すべてを断ち、内面の探究をする、答えを見つけるのには時間がかかる」というこ

とばが心に残った。あのことばも最初の道の映像、静かな雰囲気が最後のことばと

つながり、よみがえってきた。心に残ったのは映像と音楽とことばであり、巡礼を
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私なりに五感で感じることができたと思う。待っていてくれる人がいるというのも

今回のポイントだったと思う。そういう場所に行きたい、待っている人に会いたい

と思うからか、巡礼からいろいろなことに思いが及び、じんわりとした気持ちで見

終わった。私もほたて貝のことなどをインターネットで検索したが、すてきな入り

口から知ったものを検索するのはよいことだった。よい番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組は、日記の部分がポイントになっている。一柳ア

ナウンサーも初めのうちは、概要をつかみ視聴者に伝えなけ

ればいけないというアナウンサーとしての義務感があった。

しかし歩いていくうちに次第に一柳アナウンサーも自然な自

分自身に向き合うという化学変化が起きてきた。それを素直

に日記に表現してくれた。今後もうまく伝わるように努力し

ていきたい。 

 

○  番組のタイトルから旅番組とは想定していたのだが、よい意味で裏切られた。歴

史的な巡礼についてというよりも、道を行き交う人に焦点を当てており、最初に想

定していたものとは全く違う番組だった。出演している人がよかったからか、見終

わってからすがすがしい気持ちになった。一柳アナウンサーと同行したフェリック

スさんの生い立ちが少しずつ分かってくるのがよかった。地元の方が歴史的なこと

を背景として根づかせ、人を受け入れることも自然にしており、これが本当のおも

てなし、ホスピタリティーだと感じた。巡礼という長い歴史の中で、土地に根づい

ていると感じた。言っていることに非常に重みがあり、ぜひ行ってみたいと強く

思った。歴史的な背景が分からない子どもと一緒に見たが、背景がある程度分かっ

ている私が説明しても、黒い聖母などは分かりづらかったので、私もインターネッ

トで調べた。番組内で説明すると冗長になるのでインターネットで情報を同時提供

すればよいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地元の案内人を選定することはいちばんの苦労だ。今回の

フェリックスさんは若いのに苦労し、深いことを考えるよい

青年だった。日本語が話せる外国人で、テレビの出演者とし

てもふさわしい方を探すのには、本当に苦労している。今回

はフェリックスさんを評価していただいたので、報われた。 

 

○  たいへんすばらしい番組で、ＮＨＫでなければできない番組だった。最後に「黒
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い聖母」と出会ったときの一柳アナウンサーの感想もすばらしかった。あえて言え

ば、ナレーションはとてもすばらしかったが、同行者との会話については親しみを

込めた「～だよね」という話し方ではないほうがよいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ことばづかいについては放送後に視聴者から同様の意見が

あった。賛否両論あったようだが、しっかりと考え、生かし

ていきたい。 

 

○  見終わって心が温まる、すばらしい映像で、よい印象を受けた。ドローンを使っ

た空からの映像はとてもきれいだった。タイトルが「“黒い聖母”の巡礼路」なの

に「黒い聖母」がどういう意味があるのか分からなかった。日本でもお遍路などで

巡礼するが、キリスト教の世界でも人々がいろいろな思いを持って歩き、それをも

てなす人がいて、同様の文化があるのかと思い、文化的にもおもしろい番組だった。

フェリックスさんは初日にナップザックも持たずにジャケットだけで歩いており、

６日間歩くのにどうするのかと思っていたが、翌日からナップザックがでてきた。

６日間歩くのであれば、そのように見せ方を工夫したほうがよいと思った。夜１０

時はニュース番組を見る人も多いだろうが、この心温まるゆったりしている番組を

どういう視聴者が見ているのだろうかと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＢＳプレミアムの番組としては、比較的よく見ていただけ

たと思う。年齢層は５０代、６０代が中心で、男女はそれほ

ど差がなかった。 

 

  番組作りにいろいろな意見を取り入れ、さらに皆さんにう

なっていただけるようなものを作りたい。ＮＨＫ的な魅力を

たっぷり入れて、ＮＨＫにしか制作できない番組にできれば

と思っている。 

 

○  確かにＮＨＫにしかできない番組だった。アナウンサーの日記も自分が疑似体験

をしているような感じがして親しみがあってよかった。これからも心の温まるよい

番組を作っていただきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月３日(日)のＮＨＫスペシャル「私は家族を殺した～“介護殺人”当事者たち

の告白～」を見た。ＮＨＫにしかできない番組であり、社会的意義の深い番組だと

思った。138 件もの事件の分析やアンケート調査に加え、受刑者も含めて 100 人の

当事者への取材を試みるなど、番組を作るにあたっての取材班の努力は大いに評価

されるべきものだと思った。615 人のアンケート調査で分かったことは、“介護殺

人”の多くが介護を始めて１年以内ということで、ショックを受けた。また、介護

をしている人の中で被介護者を殺したいと思ったことのある人が、４人に１人もい

るということで、過酷な社会だと思った。高齢化が進む中で“介護殺人”は解決し

なければならない問題だ。「今の制度でできる支援は限られている、世の中の構造、

社会の仕組み、システムを変えることも真剣に考えないと“介護殺人”は増えてい

く」というデイサービス施設長の言葉が記憶に残った。ＮＨＫが行った調査を活用

し、“介護殺人”という悲惨な事態はどのようにすれば改善できるのか、“介護殺人”

が起こらない社会をどのように作っていけばよいのかを探る番組も作ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  “介護殺人”ということばは一般的によく聞くが、一般的

な定義があるわけではない。“介護殺人”の背景、当事者たち

がなぜ一線を越えてしまうのかを探れば解決のヒントがつか

めるのではないかということで企画した。改善方法について

は、今後も取材を深めていきたい。今回の番組でも並行して

解決策はないか取材していた。介護する側の孤立が“介護殺

人”に結びつくとよく言われているが、アンケート調査をす

ると、７割以上の人が公的なサービスを利用しており、今ま

でとは異なる事実も出てきた。今回の番組は問題提起とし、

今後取材で明らかになったことを基に、どうすればよいのか

を取材している。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「私は家族を殺した～“介護殺人”当事者たちの告白～」はよ

い番組だった。在宅介護に心身ともに疲れ、殺人を犯した当事者１１人の心の変化

や状況の変化について直接聞き取り、刑務所の中でのインタビューも含め、幾人か

の姿と声を、映像を通し伝えたことは衝撃的だった。“介護殺人”という重い事案

に向き合い、事例の分析、アンケート調査の中で新しい知見も整理し、積み上げて

いた。事実を積み上げ、問題提起をするという面で公共放送、ＮＨＫにふさわしい

番組だったと思う。苦悩、葛藤の中で究極の選択に至った過程が臨場感を持って伝
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わってきた。当事者のことばの重みは圧倒的だった。社会的孤立の問題、介護保険

制度の問題、在宅介護のサポートのあり方の問題、仕事と介護の両立の問題、家族

それぞれの事情、家計の実態など、複雑な問題が絡み合っていると思う。状況的に

ベースとなるのは高齢化の進展と世帯構成の変化がある。そこを解きほぐし、その

先に進める番組にチャレンジしてほしい。“介護殺人”や在宅介護にどのような切

り口で具体案を提示するのかは、ＮＨＫの社会的に大きな役割ではないか思う。 

 

○  ６月１８日(土)、１９日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ キラーストレス 

第１回「あなたを蝕（むしば）むストレスの正体～こうして命を守れ～」第２回「ス

トレスから脳を守れ～最新科学で迫る対処法～」を見た。「ＮＨＫスペシャル」は

比較的重い課題を扱うことが多く、社会的に重要な課題を提示するだけで終わるこ

ともある。「シリーズ キラーストレス」については、ストレスが現代社会で重大

な問題というだけではなく、対処法も示されていた。ストレスと共存することで改

善に向かうことができるという新しい対処法も示しており、おもしろかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「シリーズ キラーストレス」は今まで

と違って解決策も示し、後味もよかったということだったが、

ほかのものも含め、問題提起で終わり、後に暗い気持ちだけ

が残らないようにしていきたい。解決策が見つかるものばか

りではないが、取材をしている人間は解決策を目指している

ことも伝わるようにしたい。 

 

○  テレビ番組は子どもと一緒に見ることが多いので、子どもに見せたい番組を選択

することが多い。子どもは、大河ドラマ「真田丸」を毎週欠かさずに見ている。い

ろいろな意味ですばらしい番組だと思って、毎週見ている。７月４日(月)の鶴瓶の

家族に乾杯「真田丸ＳＰ 山本耕史 岐阜県大垣市ぶっつけ本番旅」は、行く場所

が「真田丸」に関連しており、子どもが絶対に見たいと言っていたので、見た。普

段は時間帯的にそういう番組を見られなかったが、すごくおもしろかった。いろい

ろな家族構成があるが、子どもと一緒に見られる番組は大事だと思った。 

 

○  ７月１３日(水)のクローズアップ現代＋「あなたはどう考えますか～新薬高騰が

医療を壊す？～」では、100 万円以上と高かったがん治療薬が、保険適用されるよ

うになった一方、保険適用の治療薬をたくさん利用することで医療費が破たんする

のではないかという重いテーマを取り上げていてよかった。「クローズアップ現代

＋」の時間の中では、時間が足りないので、「ＮＨＫスペシャル」などで深めてほ
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しい。 

 

○  連続テレビ小説「とと姉ちゃん」は、楽しく見ている。闇市の設定がすばらしく、

三姉妹が着ている洋服もすり切れており、ドロドロなものを着ていて、時代考証が

よかった。 

 

○  ７月６日(水)のクローズアップ現代＋「介護離職 こうして切り抜けました～

知っておきたい ２４時間  訪問介護～」は、社会に問題提起をしている番組

だった。自己負担がかなり安く、２４時間必要に応じて訪問介護を何回でもやれる

というのは、よい制度だと思う。利用者が増えないので、撤退する事業者が出てい

るということだったが、世の中に知られていないから使われていないところもある。

ＮＨＫが取り上げ、利用できることを理解されれば、事業者も採算がとれるのでは

ないか。 

 

○  ７月１０日(日)の「これでわかった！世界のいま」を見た。日曜日の夕方にリラッ

クスした気分で見ているが、この日はアメリカの銃規制の問題を取り上げていた。

アメリカでは銃の問題が多く起きるにもかかわらず、なぜ銃規制ができないのかと

若い人にも分かるように放送していた。若い人にも関心を持ってもらえるような番

組ができていたと思う。 

 

○  ニュースで違和感を覚えた点がある。バングラデシュ人質事件のニュースの中で犠

牲になった日本人女性の知人の美容師のコメントが最初の段階で流れたが、それほど

深い付き合いではないというニュアンスの前置きのうえで、簡単に犠牲者の一般的な

人柄のコメントをしていた。家族、親族、友人らのコメントがとれない初期の段階で、

取材された方たちは犠牲になった女性の人となりをできるだけ伝えようと懸命に努

力された結果かと思うが、美容師も犠牲になった女性とことばを少し交わす程度の

ニュアンスだったので、そういう方にまでコメントを求め、映像を流す必要があった

のか。家族、親族などにさまざまなメディアが殺到し、取材のあり方についていろい

ろな問題が起こると思う。そのような状況でどこまでコメントを求めるのか、どの程

度放送するかについては、より慎重な対応が必要だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ニュースでは、バングラデシュでテロに遭って亡くなった

方の人となりを伝えたかった。コメントをしたくない人に無

理やり聞くような行き過ぎた取材は絶対にしないようにして

いる。ＮＨＫは、話す気持ちがあるかどうかを聞いたうえで
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話したい方にインタビューすることを心がけている。どのよ

うな思いでバングラデシュに仕事に行き、テロにあったのか

を伝えることも、われわれのやるべきことの一つと考えてい

る。取材したものを全部出すわけではないので、一つ一つを

判断して放送しているが、慎重な対応が必要というのはその

とおりだと思う。頂いた意見も踏まえ、対応していきたい。 

 

○  人となりを伝えることは重要であり、思いを伝えることは大切な役割だと思う。

現場は懸命にやったと思う。映像として流すべきなのかは事案と状況でそれぞれ

チェックし、対応できる体制をとってほしい。 

 

○  子どもがＥテレの海外ドラマ「ティーン・スパイ Ｋ．Ｃ．」を夢中で見ている。

自分に近い世代の女の子のドラマなので、食いつきがとてもよい。学校から帰って

子どもが家で見る番組はＥテレが多い。ティーン向けの番組はたくさんあるが、そ

の中のひと枠に小学生の女の子が見るようなドラマがあるとよい。海外ドラマを見

ている女の子たちには、正義感があり、強い女の子になりたいという共通点がある

と感じた。日本の女優が演じる正義感の強い女の子がいる番組があるとよい。 

 

○  ７月２日（土）のザ・プレミアム グレートトラバース外伝「田中陽希 世界の

頂点に挑む」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59)を見た。南米最南端のパタゴニアの氷河、

激流、湿地帯、森など過酷で厳しい自然を舞台に、ドラマチックな展開を見せてお

り、最後まで集中して見た。体力、知力、精神力を限界まで発揮することが求めら

れる過酷なレースで、人間ドラマとしてもチームの中における人間的な葛藤がかい

ま見えた。最終的に総合２位でゴールするという感動的な番組だった。レース中の

さまざまな事態の変化、それに対応する４人の姿は、すばらしかった。特に、チー

ムの中心メンバーの田中陽希さんが試練を乗り越え、人間としてさらに成長する姿

をカメラがしっかりととらえていた。取材スタッフが重いカメラを担ぎ、機材を持っ

てチームに密着するのはたいへんな努力だったと思う。 

 

○  ７月１３日(水)のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「東大安田講堂事件～学

生たち ４７年目の告白～」は、安田講堂の攻防戦を再現し、学生や機動隊など主

役たちにしっかりと話を聞いており、当時の雰囲気もよく分かり、いろいろなこと

を考えさせる番組だった。現代史のドキュメンタリーとしてはおもしろかったが、

何が“アナザー”なのかはよく分からなかった。歴史ドキュメントとして見た場合、

もう少し踏み込むとよかった。あの時代はどういう時代だったのか、そもそも当時

の政府が学生の異議申し立て運動をどう受け止めていたのかも入れるとおもしろ
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かったと思う。全共闘世代とは何だったのか、当時の学生運動のメッセージ、学生

の意識の高さなど、視聴者が若い世代であればそういうメッセージは意味があると

思う。異議申し立て運動で盛り上げたと言いながらも体制順応主義者になって、今

の体制順応的な社会を強く支えている人たちがたくさんいる。そういう人たちがこ

の番組をどう見ているのかを知りたかった。おもしろい番組だっただけに、タイト

ルにふさわしくそこにも踏み込んでほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「アナザーストーリーズ 運命の分岐点」は昨年の番組審

議会で、「アイルトン・セナ事故死 不屈のレーサー 最期の

真実」を見ていただいた。以前も「何がアナザーストーリー

ズなのか」という批判をいただき、「『アナザーストーリーズ』

ならではのスクープ性が足りないのではないか」「アイル

トン・セナの話はだいぶ知られている」という指摘もあった。

今回は、大学当局、機動隊隊長、立てこもった学生たちの今

だから語れる証言を聞いたということで「アイルトン・セナ

事故死 不屈のレーサー 最期の真実」よりは進んだ「アナ

ザーストーリーズ」だと思う。全共闘世代の総括ができたの

かというと、もっと幅広い世代、幅広いところにいる方々す

べてを追えたわけではないのでできなかった。選挙権年齢の

引き下げなど、いろいろなことが語られる中で、当時の学生

の政治意識や関心について、このタイミングで放送した。引

き続き「アナザーストーリーズ」に挑戦したいと思う。 

 

○  天皇陛下の「生前退位」意向のニュースは鮮やかだった。なぜあのような情報を

即座に出せたのか知りたいところだ。ニュースとして重要なテーマなので、多面的

に掘り下げてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  天皇陛下の「生前退位」意向については、取材の過程はつ

まびらかにできないが、これだけ重いニュースであるので徹

底的に確認した。絶対に間違いがないということを多方面か

ら取材を尽くし、判断のうえ放送した。 

 

  各委員からのご意見は丁寧な表現の中にも厳しいものも

あったので、ご意見を加味して、今後の番組の改善に努める。
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今後とも率直な意見を聞かせていただきたい。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２８年６月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、２０日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、１４

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２８年度国内放送番組編成計画（スーパーハイビジョン試験

放送）」について説明があった。続いて、クローズアップ現代＋「“奨学金破産”の衝撃 

若者が…家族が…」について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行っ

た。 

後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

副委員長  大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

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

有森 裕子（元マラソンランナー） 

大島 まり（東京大学大学院情報学環／生産技術研究所 教授） 

         大野 博人（朝日新聞社編集委員） 

        鎌田 實  （諏訪中央病院名誉院長） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

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

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

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

増田 雅己（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 

（主な発言） 

 

＜クローズアップ現代＋「“奨学金破産”の衝撃 若者が…家族が…」 

（総合 ６月２日(木)放送)について＞ 

 

○  奨学金を返さない人がいるのは不公平で、返すべきではないかと思っていたが、

それほど甘い話ではないと感じた。「クローズアップ現代」の時間帯が移り、国谷裕
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子キャスターでなくなったことを残念に思っていたが、「クローズアップ現代＋」を

見ていると、結構よいと 近思うようになった。キャスターが替わることもよい点

があるとわかってきた。時間が少し足りない感じがした。ゲストに尾木直樹さんと

小林雅之さんが出ており、小林さんは「日本は公的補助が少ない」、尾木さんは「ま

るでサラ金に近い」との発言をしていたが、２人とも分かりやすく、よいコメント

だった。中立的に事実を淡々と伝えていたが、大事な問題なので、もっと掘り下げ

ることが必要だったのではないかと思う。もっとジャーナリズムとして問題提起を

しっかりしたほうがよかったと思うので、次に期待したい。「クローズアップ現代＋」

は魅力的な番組になってきたと思う。 

 

○  続編があるようなのでうれしく思っている。非正規雇用、格差、授業料が高くな

ったことなど、必要なことは盛り込んでいた。尾木さんも発言していたように、そ

のような状況になっているのかと驚いたが、よく理解することができた。「普通の金

融機関であれば当然の回収行為をしている」との発言はフレーズだけを切り取れば

そのとおりで、貸すときにどのようにしているのかが問われなければいけないと思

うが、残念ながらそうした問いは盛り込まれていなかった。ライフプランを考え、

それ以上借りることはどうなのか、大学院に行く選択肢はやめたほうがよいのであ

ればそうすべきだ。この資格で将来は仕事に就くが、その業務の平均所得はどのぐ

らいであるという相談に、日本学生支援機構は乗っているのかも知りたかった。奨

学金という名前も変えたらよいと思う。普通の金融機関として当たり前のことをし

ているのであれば、教育ローン、自己ローンと言えばよいと思う。まったく違うも

のをかつてと同じ名前で呼んでいることに違和感があった。世の中には仕組みがう

まくいけば人の善意が引っ張り出される仕組みがたくさんあるような気がする。実

際の生活に目を向ければ、社会全体にはもっと厳しい境遇の人もいるので難しいと

思うが、世間に世話になったおかげで大学を出られた人間から多少なりともお金と

いう形で引っ張り出す仕組みを作れないものかという気がした。子どもの通う大学

から寄付してくださいという依頼はよく来るが、１０万円を寄付したら１万円はほ

かに回るような仕組みを作ったらよいのではないかと思った。 

 

○  奨学金制度のあり方、ひいては高等教育に対する国のスタンスを問う内容だっ

た。現実に社会的な関心が高まっていると思うし、参議院選挙を控え、政治的な課

題になっていることも間違いないので、ある面で時宜を得た放送だったと思う。奨

学金の制度設計、運用上の問題、日本の高等教育の公的支出の低さは理解していた

が、若者の人生設計の選択肢を狭めると同時に、滞納による自己破産、それが家族

にも連帯保証で連鎖する事態の深刻さが取材映像、ゲストのコメントによってよく

伝わってきた。海外比較も含め、効果的に問題提起ができていたと思う。大学授業
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料の高騰、雇用環境の悪化、その背景も含め、根が深い問題だ。学びへの意欲を支

える奨学金のあり方として、教育、人材育成にかかわる国のスタンスとしてどうあ

るべきかをしっかりと投影し、問題提起をしてほしい。引き続き取材をするという

ことで力強く感じている。ぜひ問題提起は続けてもらいたい。時間の問題もあるだ

ろうが、奨学金制度の仕組みの説明はもっと丁寧にしたほうがよかったと感じた。

簡単にことばとしては触れられていたが、傷病、災害、経済的困難、失業の場合の

減額返還制度、返還期限猶予の仕組みもあるし、無利子奨学金に限定されているが、

所得連動返還型奨学金が始まる状況だ。返還の減額や猶予の仕組みはあるが、状況

の変化が速く、対応が遅れ、中身自体も本質的なところまで踏み込んでいないのは

問題だと思う。これまでの対応では奨学金が直面しているリスクに対応しきれてい

ないところをもっと強調したほうが、視聴者はより正確な理解ができたのではない

かと思う。給付型の奨学金が行き渡ればよいが、財源的な面も一気に進まないとす

れば、有利子と無利子の関係、所得連動型も含め、どういう形で救い、 終的に何

を目指すのかを提起できるような取り上げ方をしてほしい。東京大学法学部の学生

が弁護士になりたいが奨学金の返済を考え、悩む姿が紹介されていた。本人にとっ

て極めて深刻な問題だと思うし、そのことは理解できるが、一般的に見て東大法学

部の学生となると将来設計上の選択の幅、機会は結果として恵まれている状況にあ

る。そのほかの事例がとても深刻なものだっただけに、その差異に違和感を覚えた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  いまも取材が続いているが、いただいた意見を反映させ、さ

らに進めていきたいと思う。放送当日には「ニッポン一億総活

躍プラン」が閣議決定され、その中に「給付型奨学金の創設に

向け検討」という文言が初めて盛り込まれた。ＯＥＣＤ諸国の

中で日本は公的な教育予算の割合が圧倒的に低く、奨学金制度

も給付型奨学金の仕組みが一切ないことは先進国の中でも例が

ない。どこで線引きをするかは別としても、給付型奨学金につ

いて具体的な議論が始まるこの時期に、どうやって具体的に制

度を進めるのかという提言につながるような番組にしていきた

い。日本学生支援機構を取材していて強く思ったことは、貸し

出し規模が大きく、132 万人に対して年間１兆円にもなる。そ

れをすべて無償化するのは理想かもしれないが、財源をどうす

るのかという難しさがある。来年度からは所得連動型という形

で始まるが、いずれ給付型の導入が検討されるのであれば、ど

ういう形で、どういう層に行き渡るようにするべきなのか、ど

ういう事例かというケースの選び方も慎重に行い、次の展開に
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つなげたいと思う。 

 

○  ゲストの２人は問題の文脈を明らかにし、深く広い視点を与えていた。単に奨学

金の問題ではなく、日本という国の中で教育がどう考えられているのかが分かるよ

うなコメントをしており、とてもよかった。尾木さんは「これが僕の育った国か」「こ

れではスカラシップではなく、ただのローンである」とも発言しており、本質を突

いていると思った。小林さんは「これは社会全体の問題であり、非正規が増え、終

身雇用制が崩れている中で奨学金については、新しく考えなければいけない」と指

摘していたが、正しいと思った。国際比較を示していたが、日本だけがどうしてこ

ういうことになっているのか、知りたかった。引き続き取材しているそうなので待

ちたいと思う。問題がはっきりしているのに正そうとしない、だれが阻んでいるの

か、日本はどういう問題があるのかをジャーナリスティックな視点で、番組を通し

てはっきりと指摘してほしい。 

 

○  近問題になってきたテーマでもあり、参議院選挙で各党公約に給付型奨学金の

創設などを掲げている時期でもあるので、番組自体のタイミングはよかった。幅広

い論点を持つ問題なので、一部突っ込み不足という感があったのも否めないが、そ

こは続編に期待したい。特になぜこういう状況になってしまったのかという点は、

番組の中で日本学生支援機構の人が「普通の金融機関と同じことをしている」、ゲス

トの小林さんは「行政としてもそういう方向にかじを切ってきた」という簡単な説

明があった。 初は日本育英会の名前が示すように困窮している人の進学を支援す

るもので、奨学金も無利子がほとんどだった。大学進学率が向上するに従い、なる

べく多くの人に貸せるようにということで有利子型ができ、さらに事業主体が独立

行政法人の支援機構になり、回収に力を入れるようになった。そういう経緯をたど

ってきたので、その背景にある国の高等教育に対する基本的な姿勢まで考えない

と、この問題は解決できないのだろうと思う。解決方法としては単純に“渡し切り”

の給付型を作ればよいというものではなく、小林さんも「公平感が大事」と触れて

いた。それにとどまらず、給付型を大胆に導入するぐらいになると、授業料の無償

化という方法など、いろいろな論点が出てくると思う。そういうところにも目配り

した続編を期待したい。 

 

○  衝撃的な内容だと感じると同時に、「勉強する」というのは、それほど簡単なこと

ではないと思った。番組を見るまで奨学金は学生を助けるもので、特別な救済措置

があり、学生に対してよいものを生んでいけるという思いがあった。奨学金で破産

をし、両親に負担がいく状況となり、132 万人のうち２人に１人が苦しむ事態にな

りかねないと知ったことは、そうならなかった自分たちに何ができるのかという問
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題提起をしてもらった気がする。専門的なことは考えたことがなかったが、これで

はただのローンではないかと感じた。借りても利子がつき、苦しんで破綻するとい

うシステムに日本はなっているのかと、衝撃を受けた。そうならずに来られた自分

たちがさまざまな支援をしているが、本当に考えなければいけない支援対象はそう

いうところにあるのかと思った。これから自分たちは何をしなければならないのか

という視点で、番組を新鮮に感じられた。解決はどうなったのかと思ったが、続編

があるそうなので見たいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  教育、雇用、さまざまに幅広い論点を持つ問題であり、視聴

者からの切実な声が多かったのも、もっと踏み込んでほしいと

いうことがあったからだろう。奨学金制度についてもっと知ら

せなければいけないことがあると思った。奨学金の申し込みは、

高校の授業で行われており、当たり前のように奨学金の申込用

紙が配布され、当たり前のように親の印鑑を押して提出し、高

校には奨学金担当の教諭もいる状況になっている。大学生の２

人に１人が奨学金を受けている時代だということ、実態も含め

て今の状況が家庭の負担だけでは高い授業料を払い切れない、

だが学びたいという若者が多いという前提で、解決策を探るこ

とに向け、一歩前進したいと改めて強く思った。 

 

○   大学や大学院に進学をしている学生も経済的に厳しい人もいる。今回の番組は、

社会的な問題として将来を担う若い人の人材育成を日本としてどう考えているか

という側面を見るという、大きな意味での問題提起をしたと思う。そういう意味で

も衝撃をあたえる番組だったと思うし、感謝もしている。アメリカの文化的背景と

日本の文化的背景は異なっている。小林さんは「日本の場合、教育を家庭で担うこ

とがある」と言っていたが、それが時代背景で変わっているということだと思う。

教育ローンと奨学金は全く違うので、日本では、なぜ教育ローンが奨学金と言われ

ているのかも含め、文化的な背景も考えほしい。バブルが崩壊し、リーマン・ショ

ックがあり、今の学生は昔とは社会的に違うと思う。破産するパターンは住宅ロー

ンと教育ローンで同じような背景があるのか、違うのかも分析してほしい。東大法

学部の学生で弁護士になることを考えているが、お金のことがあるのでどうするか

ちゅうちょしているという事例があった。比較的恵まれている学生でもそのような

状態であれば、真剣に自分の将来を考えるという意味ではちゅうちょするのもよい

が、お金の問題はあるにしても、もう少しポジティブに、どうやってクリアするか、

日本で高等教育を受けることが人生にとってどういうメリットがあるかという側
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面も伝えるとよかったと思う。 

 

○  奨学金破産の問題は、ここ数年どこの大学においても差がなく、深刻だ。社会一

般にはあまり知られていなかったことに一石を投じてくれたのはよかった。これが

第１弾で、続編が予定されていることにも期待している。国際比較表、マトリクス

が出ていて興味深いのだが、背景は全く異なっている。北欧は奨学金の問題でよい

状態にあるのは、大学生が３０歳になっても、３５歳になっても学び続けることが

できるからだ。親の経済力に依存して大学に行くという文化がないところでは、自

分にお金がなければ３０歳ぐらいまで働いて貯金してから大学に入り直すという、

学び直しのシステムがあるからであり、その辺りもしっかりと押さえてほしい。諸

外国では奨学金に企業がかなり関わっている。企業が未来の社会を支える若者の育

成をするということで多額な援助に加担している。マトリクスを作るのであれば私

たちが考えられるように、そうした比較もしてほしい。給付型や公平性の議論で狭

くならないような全文化的、社会的な視野で取り上げてほしい。 

 

○  法科大学院の院生や、修習生にとって大きな問題ということで、ここ数年、学生

たちが街に出て訴えていることは聞いていたが、普通の大学生がそうした状況であ

ることは知らなかった。社会的要請に応えるよい番組だったと思う。学生の２人に

１人が奨学金を利用し、深刻な事態が放置されてきたことに驚いた。その解決は一

筋縄でいかないと思う。貧困の連鎖を断つ意味でも重要なテーマであるし、考えな

ければならないと思った。番組では若者たちがお金を返せない生活環境にあるなど

の話があったが、苦労してお金を返している人たちもいるので、その人たちがどの

ように返しているのかという情報提供もしてほしい。自己破産は人生の中で究極の

判断だと思うが、社会に出るというときに自己破産しなければならないのはひどす

ぎると強く感じた。サラリーマン金融、消費者金融と同じで、９か月延滞したら一

括で返せと裁判所から命令が来るということで、それは奨学金と呼べるのかと怒り

を覚えた。今の大学の授業料は高すぎると思う。そのことについても問題提起をす

るべきだと思う。奨学金よりも、国が援助し、授業料を低くするなど、違うやり方

もあるのではないかと思う。給付型は公平にやるのがとても難しいが、制度をどの

ように作るのかに関心がある。できるものならばみんなで考えていきたい。貸すお

金を少なくする方法もあるのではないかと思った。貧困の連鎖を断ち切る、大学を

終わったときに正規社員として就職できるなど、いろいろな社会の問題が絡み合っ

ているところをしっかりと考え、よい番組を作ってほしい。じっくりと腰を据え、

将来の日本を考え、若者たちのことをどう考えるのか、支援するための方策など、

時間をもっとじっくりと取って番組にしてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  多くの要望、期待をいただき、応えられるのかという思いも

あるが、それだけ今の日本社会にとって考えるべき視点、視座

が多いという問題に直面しているという気持ちにもさせられ

た。奨学金という切り口だったが、国の高等教育に対する考え

方、雇用問題、授業料の問題など、さまざまに指摘しなければ

いけない幅広い視点があることも踏まえ、今後とも何をするべ

きか一つ一つ考えて情報を発信し続けたいと思う。 

 

○  現在でも研究者を目指す人は多額の奨学金を借りており、博士課程まで進むと大

学での４年間に加えて５年かかるので 1,000 万円を超えることもあり、相当な額に

はなるが、高等教育に対する政策として、秀でた研究者は返還が免除になるという

ポジティブな面や、返還して、人生を切り開いている人がいることも取り上げるべ

きだと思う。 

 

○  こうした事実があると知って驚きつつ、興味を持って見たが、もう少し分析的だ

とよいと思った。昔は２人に１人も借りていなかったのではないかと思うが、どう

いう時代の変遷の中でそうなったのか。返済の在り方も変化してきているので、な

ぜそんなことになったのかについて示してもらうと、より説得力を増すのではない

かと感じた。日本学生支援機構が返済に力を入れるようになった理由もあると思

う。こう返済しているというだけではなく、なぜ変化したのか、財政の問題かもし

れないし、返さない人があまりにも増えたので回らなくなったのかもしれない。イ

ンタビューで「出るお金のほうが多くなった」という回答があったが、数字で示す

とよかったと思う。海外との比較もあったが、国によって状況が全く異なる。日本

では高校を出たときに大学に行く人がかなりの数にのぼるが、国によっては、働く

ようになってから大学に行く人、後から行く人が多いところもあると思う。アメリ

カのように所得に格差のある国で、ハーバード大学やスタンフォード大学のように

授業料が 500 万円もする国もある。そういうところでは寄付を富裕層や企業が行っ

ている。そういう社会的な背景の比較がないと、なかなか議論が深まらないと感じ

た。世代間格差の議論であるようにも感じるが、同じ世代の中にも奨学金を頑張っ

て返す人や奨学金をもらわない人もいる。お金がないから高校を出て働き、税金を

払っている人もいる。世代間でどういう意思決定、生き方があるのかということも

取り上げると、より番組の迫力が増し、社会的な問題として見られると思う。全体

としては問題提起という意味でよかったが、より深めてほしい。 

 

○  奨学金については詳しくなかったが、周りでは借りることはよくあると聞き驚い



8 

た。よい問題提起をしている番組だと思った。もしも学びたいことがあって大学に

進学したいという気持ちがあったとしても、現実を知り希望を失ってしまうのはと

ても残念だ。それが現実であることは間違いないが、なぜそうなるのかということ

がいちばん心に残った。テレビには希望や夢が抱けるものであってほしい。ジャー

ナリズムも大事だと思うが、続編があるならば希望を見いだせるような、ほかの道

も取り上げてもらえれば、安心して見られると思う。期待している。 

 

○  各国比較表でアメリカは高授業料・高補助、日本は高授業料・低補助となってい

たが、アメリカの高授業料と日本の高授業料は桁が違うと思う。アメリカはよい大

学が５万ドルという授業料に対し、日本では国立が５０万円なので１０分の１の額

だ。それを高授業料として一律に並べるのは問題があると思う。アメリカの大学は

高補助と言っているが、ほとんどは国が補助しているわけではなく、大学が自ら寄

付や基金を集め、リスクを取って運用したお金で給付している。学力で学生を選び、

家計が苦しければ全額給付、親の所得が高ければ全額負担してもらうなど、いろい

ろと配慮している。それは大学が努力しているのであり、国の予算で補助金がたく

さん出ているというほど単純な問題ではないので、中身をよく調べてから表を作ら

ないと、日本は授業料が高いのに補助が低いのはおかしいのではないかとなりかね

ないと思う。奨学金には機関保証制度もある。奨学金を返せなくなったときに保証

機関に払ってもらうことを選ぶのか、親の個人保証を選ぶのか、選択できるように

なっている。親が必ず個人保証しなければならないということはなく、かなりの人

が機関保証制度に入っている。保証料がかかるので奨学金の額は少し減るが、返せ

なくなったら保証機関が代位弁済し、本人が保証機関に請求される制度があること

を言わずに、親が個人負担を迫られるように見えたのは残念だ。国立大学は授業料

免除があり、１割ぐらいの学生に対し全額免除していると思う。国立大学は授業料

を自由に決められるので２割までは上げられると思う。その分、奨学金をたくさん

出せばよいのに、どこも上げていない。授業料を上げて収入が増えると文部科学省

に予算を削減されるのではないかということで、そうした制度をとっていないのが

日本の国立大学の問題だ。授業料免除制度にも触れたほうがよい。アメリカの学生

と比較すると、日本の学生は圧倒的に勉強しないことが問題だ。大学に進学しても

遊んでいるので、就職の段階で非正規になってかわいそうというほど簡単な問題で

はないのではないかと思う。日本の進学率は５０％で、専門学校も入れるともう少

し高いが、アメリカも７割ぐらいは進学しているし、アメリカの子どものほうが奨

学金の負担は大きい。大学を出て２千万円ぐらい負担し、本当に生活していけるの

かと大きな問題になっている。よく勉強するアメリカの学生ですら問題となってい

るが、日本の学生はやや甘いところがあるかと思う。奨学金をもらうかもらわない

かについて、返すという意識があって借りているのであれば、正規雇用で就職しな
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ければ返せないという意識で大学生活を送らなければならないのに、それほど考え

ずに安易に学生生活を送っていることも問題ではないかと思う。また、大学に進学

すると経済効果は４兆円あると書いていたが、どういう根拠なのかよく分からな

かった。今の学生が大学に進学していることによる経済効果を書いているのか、進

学していない人が行くとそれぐらいの経済効果があるのかの説明がなかった。文部

科学省の予算を増やし、高等教育にお金を出せば確かに奨学金も増やせるし、授業

料も下げられる。限られた予算をどこで使うかということだと思う。今は保育、介

護などにお金を回している。アメリカの大学のように自立して運営し、寄付金を集

め研究を補助するようにするのか、文部科学省からの交付金に依存する日本の国立

大学の仕組みでよいのかなど、そういうさまざまな面を考慮せずに、単にかわいそ

う、給付型を増やすべきだというのは、実際の社会の中身と合わないのではないか

と思う。奨学金を返さない人がたくさんいて、全部税金で補填している。催促しな

いでよいのかという問題があり、こうした事態になってはいるが、機関保証制度が

導入されているので、その辺も考慮に入れてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  海外の情報については簡略化した図表１枚で説明しただけ

だった。情報を付加する材料はあったのだが、触れる時間がな

かった。国際的に比較する場合には環境、社会状況を踏まえた

上での比較にすべきだという指摘もあり、日本の公的な教育予

算を海外と比較する場合は、その点に十分、留意したいと改め

て思った。一方、奨学金を本当に必要とする人に「怖いから借

りたくない」と思われてしまうのは、残念だ。奨学金は、利用

することで将来の道を切り開くことができたという人も多い。

安定した職に就けずに非正規やダブルワークで奨学金を返して

いる人の中には、体調を崩したり、親の介護などさまざまな要

因が重なり、自己破産に追いつめられてしまう人が続出してい

る。給付型奨学金について、議論が始まっているが、どこまで

救済するのか、その線引き、返済の方法、救済のしかたが重要

だと思う。何が何でも全員を救済すべきというメッセージにと

られないよう、支援が必要な層がどこなのか、注意深く取材を

続けていきたい。 

 

○  現実的な提案をしてほしい。機関保証制度があることは紹介したほうがよい。かな

りの人が機関保証制度に入っており、返済ができなければ保証機関が代位弁済するよ

うになっている。親のほうも、後で負担する可能性を考えずにただ保証するのはおか
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しいと思う。ローンは貸すときに返済能力があるのか、返済意思があるのかなど、い

ろいろなことを確認してから貸すが、奨学金は基本的に応募した人はもらえる仕組み

で、入り口でよく精査していない。貸す貸さないではなく、機関保証制度に入るのか、

返せないときに親が負担する気があるのかをよく説明した上で支給しないと、本当の

問題が見えなくなる。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「クローズアップ現代＋」の放送時間について意見があった。

１９時台の放送は働いている現役世代の人たちが見にくい時間

帯なので２２時にした。４０代男性、５０代男性などは今まで

よりも見てもらえるようになったが、その反面、高齢層や女性

が離れてしまった。そうした人たちにもよく見ていただけるよ

うな工夫をしたい。今回の番組は５０代の男性も女性も、自分

の子どもが大学生や大学を卒業した若いサラリーマンという層

がたくさん見てくれた。関心のあるテーマをこれからも出し続

けたいと思う。これまでの反省としては、ＮＨＫが課題を探し

出し、解説をする場合が多かったのだが、問題指摘にとどまっ

ていたことが多かったと思う。これからは視聴者の身近な関

心、疑問に答えられるようなテーマを選びながら、解決に向け

ての方策を一緒に探れるようなものにしたいと思う。見終わっ

た後に、夢も希望もないということではなく、こうすれば解決

に近づけると思えるようなものにしたいと思う。 

 

○  時間帯をずらしたことでいろいろな人が見られるようになった。働いている人も見

られる時間でよいと思う。放送中に背景がよく動くので、話に集中できないし、まと

め書きも本当に必要かと感じる。 

 

（ＮＨＫ側） 

   そうした意見も多いので、よく考えながら、徐々に改良したいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月５日(日)のＮＨＫスペシャル スクープドキュメント「北朝鮮“機密ファイ

ル” 知られざる国家の内幕」は、機密ファイルを出せる人はこの人しかいないので

はないかという、ニュースソースが分かりそうな雰囲気があり、問題は起きないのか
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と心配になった。 

 

○  ６月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 私たちのこれから「＃不寛容社会」(総合 後

9:00～9:50)は、他人の過ちや欠点、自分と意見や主張が異なる人を許さない傾向が日

本社会全体で加速し、そうした状況を個人や企業が忖度（そんたく）して過剰に反応

することが続き、息苦しい社会になっていることをあらためて問いかける番組だっ

た。いくつかの事例が挙げられ、独自のアンケートや研究者の調査、分析を紹介し、

「不寛容社会」というキーワードで専門的、多面的な主張が展開され、興味深く 後

まで考えさせられる番組だった。有識者からいくつかのキーワードが出たが、考える

ための切り口として、理解を深めることができたと思う。事例に挙げられたインター

ネット上の炎上や“不謹慎狩り”、以前問題になった、昆虫の絵が気持ち悪いという

理由で学習ノートの表紙を変えた話、電車でのベビーカーやマタニティマークに対し、

逆に攻撃的になっている状況など、 近の社会の傾向に疑問を感じている。二宮金次

郎の銅像が“歩きスマホ”を連想させるのではないかと忖度し、まきを背負って座っ

て本を読んでいる銅像になっているとのことで、笑うよりも、そこまで来ているのか

とがくぜんとした。社会全体の寛容性や余裕が失われ、物事への許容も狭まっている

ように思う。社会に極めて強く同調性を求め、排他性が高まるような危険な状況にも

陥りかねないという状況を生々しく伝えていた。今という時代の雰囲気や空気を切り

取り、危惧する部分、懸念する状況を発信することは公共放送として意義のあること

だと改めて感じた。インターネットは社会インフラとしてさらに進展すると思うが、

その中で対立する意見をきちんと拾い上げ、公正な論議を通して個々人の理解を深

め、健全な民主主義の進化に対し果たすべきマスメディアの役割を改めて実感するこ

とができた。時代の空気に対しメディアが過剰に反応することによって、自粛的な報

道になることは危険なことだと思う。「＃不寛容社会」はなるほどという切り口で、

現代社会を多面的にうまく捉えていた。時代の状況を踏まえて引き続き発信する努力

をしてほしい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ＮＨＫスペシャル 私たちのこれから」シリーズでは、通

常は制度論や社会保障の今後のあり方を取り上げることが多

い。今の世の中の空気、ひと言で言えば不寛容社会に対する過

剰反応社会というところから、大事なところが見られないかと

企画したものだ。インターネットの中ではさまざまな意見が飛

び交っているように見え、自分と違う意見を聞かないというこ

とを番組にした。５月４日（水）には１８歳が政治家と話すと
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いうＮＨＫスペシャル「１８歳からの質問状」(総合 後 10:00

～5 日(木)前 0:00)も放送したが、多様な意見を闘わせられるよ

うな場を今後も作りたいと思う。 

 

○  ６月１２日(日)のＮＨＫスペシャル 大アマゾン 後の秘境 第３集「緑の魔境

に幻の巨大ザルを追う」は、探検番組によくある思わせぶりなナレーションではな

く、自然で落ち着いたナレーションがとてもよかった。アマゾンの秘境の地で 100

日間も取材し、国内の専門家の意見もいろいろと取り入れ、多面的で分かりやすく、

楽しい番組だった。番組宣伝で何度か見た“猿男”が見つかるのかと思っていたの

で、そうならなかったのは残念だったが、見たことがないサルをたくさん見ること

ができた。人間と同じような顔をしているサルなど、驚くような生態をいろいろ見

ることができた。100 日間の取材をこれで終わらせるのはもったいないので、新種

発見などいろいろな要素を取り入れ、サルをもっと違う角度から捉えた、第２部、

第３部の放送があってもよいと思った。よくまとまった番組だったと思う。 

 

○  ６月１９日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ キラーストレス 第２回「ストレ

スから脳を守れ～ 新科学で迫る対処法～」は、ストレスが社会の大きな問題で、う

つ病などを引き起こしているが、“マインドフルネス”や“コーピング”などの対処

法を紹介しており、よい番組だった。 

 

○  ５月２８日(土)の「欲望の資本主義～ルールが変わる時～」(総合 後 11:10～29 日

(日)前 0:00)は、おもしろかった。番組全体としては、ジョセフ・スティグリッツさん、

トマス・セドラチェクさんなどの資本主義についての意見や見方を紹介する地味な内

容にもかかわらず、意味があるかどうか分からないカットがときどき入ることで、か

えって注意が引かれ、視聴を促すような構成になっており、よかったと思う。資本主

義と民主主義は近代を支えてきた２つのシステムだが、両方とも制度疲労に陥ってお

り、再構築が必要とみられている。そのうち資本主義について、どういう視点がある

のかを、５０分というそれほど長くない時間でうまく提示していた。こうした種類の

番組を今後も放送してほしい。 

 

○  ６月１８日(土)のその涙には理由（わけ）がある 第１回「女子マラソン 有森裕

子 アトランタの涙」は、感動的な作り方をしていた。 後に「その涙の理由は？」

という締めくくり方だが、ただ泣いたわけを説明して終わってしまったという感じが

した。その涙が今の生き方にどういう意味があるのかということまで含めて言葉を引

き出してほしいと思う。 
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○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」のコーナー「ここに注目！」ではイラストが入

るが、６月１０日(金)は尖閣諸島の接続水域に中国海軍のフリゲート艦が入ってきた

というイラストだった。中国の船とロシアの船を大きく描いているのだが、日本の自

衛隊はすごく小さく描いている。これを中国で流すと自虐的に見えるのではないかと

思う。「ここに注目！」のイラストは自虐的なものがときどきあるのだが、「ＮＨＫニ

ュース おはよう日本」で流す必要があるのだろうかと疑問に思うことがある。ニュ

ースにふさわしい画像を入れたほうがよいと思う。 

 

○  「ニュースチェック１１」は、主要なニュースは押さえながらも、地域放送局の取

材力を生かして、ふだんはみられない地方の話題も取り上げており、大事なことだと

思う。画面下のツイートは高齢者には見にくい面もあるかもしれないが、リスナーと

双方向になるラジオ番組のスタイルがテレビの見方になるのかと思った。６月１３日

(月)は、世界初の新薬開発、放射線治療の効果を上げるということが番組表に書かれ

ており、ほかのニュース番組では取り上げなかったので、期待してみたが、取り扱っ

たのはほんの少しだけで、もっと掘り下げてほしかった。番組表で視聴者をあおるよ

うにみせた内容については、時間をしっかりとかけ、納得ができるようにしてもらい

たい。同じ日のトレンドワードは「おんぶもっこ」で、おんぶひものようなものの地

方版を伝えており、それはそれでよかったが、時間の配分を検討してもらいたい。お

もしろい番組なので評価しつつも、もう少し工夫をしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「ニュースチェック１１」は、今年度から新しく始まった番

組で、試行錯誤をしている。さまざまな意見をいただいている

ので、より見やすく、分かりやすくしていきたい。番組表と分

量がかい離しているのではないかという指摘については、急に

発生した内容によって、予定していた内容の分量が少なくなっ

てしまうこともあるが、それなりの時間がある番組なので、指

摘を踏まえ、対応を考えたい。 

 

○  「これでわかった！世界のいま」は、おもしろく、刺激を受けており、いつも録画

して見ている。坂下千里子さんは“にぎやかし”要素もうまく入れており、国際的な

話題を楽しく取り上げている。あの時間帯で力を入れ、報道番組を見てもらえるよう

にうまく仕上げていると思う。６月１９日(日)の「英国がＥＵから離脱？賛否二分で

議員狙った銃撃事件も」の回もとても興味深かった。ＥＵ脱退に関するさまざまな効

果を解説する報道はこれまでも見てきたが、若者と年配の人たちのＥＵ脱退に関する

評価の違いを追いかけていた。そういう視点を今まで持っていなかったので感銘、示
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唆を得た思いだ。とてもよい番組なので、引き続き力を入れてほしい。国際報道は視

聴者、一般消費者に関心の薄いテーマで、なかなか力を入れにくい要素はあるかと思

う。ともすれば「国際報道＝日韓・日中問題」のようなことになりかねない雰囲気が

あるが、視点を広げる意味でも、この番組の取り組みはよいものがあると思う。今後

もよい企画をお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「これでわかった！世界のいま」は、前番組の「海外ネット

ワーク」から、より幅広い人に分かりやすく見てほしいという

思いで、さまざまな課題にいろいろな演出で挑戦している。 

 

○  「首都圏ネットワーク」で、詐欺被害をなくすために続けている「ストップ詐欺被

害！私はだまされない」が６月１６日(木)に 500 回を迎えた。昨年の被害が 480 億円

だということで、そのお金が適正な市場で使われたらどれほど状況が変わるのかと

思った。被害額を少なくするように工夫を重ね、消費者に伝えてほしい。 

 

○  「ストップ詐欺被害！私はだまされない」は、すばらしい取り組みだが、イラスト

では詐欺師がいかにも悪い人という描き方をしているのが気になる点だ。詐欺師は悪

い人の顔をしていないので、高齢者にはいかにもだましそうな人がだましにくるとい

う印象を与えると思う。 

 

○  「ストップ詐欺被害！私はだまされない」は、よい取り組みだと思う。だまされた

人の実話を紹介しているので、振り込め詐欺に引っかってしまう手口がわかりやすい

と思う。それでも犯罪が続いていることは大きな問題だが、公共放送として続けるこ

とはとてもよいことだと思う。 

 

○  ６月６日(月)のハートネットＴＶ ブレイクスルーＦｉｌｅ．５４「僕だけの音を

奏でる～ピアニスト・西川悟平～」について。難病ジストニアのことは全く知らな

かったが、普段は１０本の指が動くのに、ピアノに向かうと７本しか動かないという

不思議なものだった。インターネットで見たら音楽家にはよくあるようで、それほど

珍しい病気ではなさそうな印象を受けたが、もう少し説明があれば分かりやすかった

と思う。「子どもたちが自分の弾いている音楽を聞いて喜んでくれた」のがきっかけ

で、指の本数ではなく、音をきっかけに７本の指でもがんばってピアノを弾こうと活

動しており、「病気は神さまからの贈り物」という発言もあった。番組を見ている人

たち、特にジストニアの病にかかっている人たちは勇気づけられたのではないかと思

う。こうした人たちを紹介する番組を今後も続けてほしい。 
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○  ６月７日(火)～１０日(金)の「ＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ ヒトラー

の残像」は、ヒトラーの暗殺計画など、今まで知られていないことを紹介しており、

いずれの回もよかったと思う。 

 

○  ５月３１日(火)に火星の接近についての報道があり「“スーパーマーズ”ともいわ

れています」と表現されていたが、ほとんどの天文学者、天文学の普及にかかわる教

育関係者が初めて聞く用語で、海外でも一切いわれていない。どの辞書にも、図鑑に

も載っていない。出典、定義が不明で、だれが言っているのか疑問に思った。ＮＨＫ

がことばを広く使用する場合、複数から取材し、裏を取るべきではないかと思う。２

つの問題があり、担当した人は火星の接近があるので皆さんに見てほしいと盛り上げ

るために使ったのかもしれないが、使っていたのは全国の天文関係の３００の施設の

うち３施設だけで、すべて株式会社が運営している。集客のためにキャッチコピーで

使ったものをＮＨＫが安易に使ったとされていると思う。３施設でしか使っていない

ことばを「～といわれています」というのはいかがなものかと思う。同じようなこと

を政治、経済で行えば、少数の意見をあたかも大多数なものとして報道することにな

り、ジャーナリズムとしても問題だ。量の問題もそうだが、質の問題もある。ＮＨＫ

の国内番組基準に反しているのではないかと思う。全国のプラネタリウム、科学館に

来ている人たちに「“スーパーマーズ”ということばはありません。ＮＨＫは間違っ

たことばを使っています」というＮＨＫ批判を解説員がしているところもある。日本

はプラネタリウム大国なので、そういう施設の人たちがＮＨＫ批判に回っている状況

は残念なことだと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  実態を調べた上で、しっかりと対応を考える。 

 

○  ６月２０日の朝にラジオで聞いただけなので公平な判断かどうかは分からないが、

朝の７時台のニュースでは、法務省の発表で「偽装難民が多い、何とかしなければ

いけない」と伝えられていた。「世界難民の日」に、この内容なのかと感じた。世界

で 6,000 万から 7,000 万の難民、自分の住むところを追われた人たちがさまよって

いる現実がある中で、世界的規模の危機に対し、ナショナリスチックな視点だった。

偽装難民がいないとは言わないが、難民の話とはそういうことではないと思う。偽

装難民が多いのは、ほかの国に比べると外国人労働者を受け入れていないから流れ

てくるという事情もあり、その視点からだけで見てもしかたがない問題でもある。

国際的な視点での問題の取り上げ方もしていたのであればよいが、今回の報道は疑

問に思った。 
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（ＮＨＫ側） 

  難民については、「ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ」では、「“世

界難民の日”住む家を追われた人が 6,530 万人で過去 多にな

った」というニュースを伝えている。今日は取材項目の中で、

国連大学のところで難民のシンポジウムなどを扱い、関連を含

めて取材した。ニュースの項目としては幅広く伝えているが、

適切な形で多角的に取り上げていく。 

 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２８年５月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ中央放送番組審議会は、１６日(月)、ＮＨＫ放送センターにおいて、１５

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組の種別および種別ごとの放送時間（平成２７年１０月～

２８年３月分）について説明があった。続いて、探検バクモン「迎賓館 赤坂離宮」に

ついて説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

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

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

有森 裕子（元マラソンランナー） 

         大野 博人（朝日新聞社編集委員） 

大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

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

         仲道 郁代（ピアニスト） 

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

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

増田 雅己（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 

（主な発言） 

 

＜放送番組の種別および種別ごとの放送時間について＞ 

 

○  教養番組、教育番組はいずれも目標を上回っており、的確に種別ごとの放送がさ

れていると思う。総合テレビの平成２７年度国内放送番組編集の基本計画に定めた

部門比率で報道番組は２０％以上だが、現実は５０％近く、目標と実態のバランス
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を欠いていた。平成２８年度の計画からは報道番組の比率を３５％に定めてくれた

ということだ。報道については視聴者からの期待が大きく、５０％近くというのは

適正ではないかと思う。今後もバランス、調和の取れた放送番組を引き続き送り出

してほしい。 

 

 

＜探検バクモン「迎賓館 赤坂離宮」（総合 ４月２０日(水)放送）について＞ 

 

○  さすがＮＨＫだと思った。通り一遍の取材しか許可されないところだと思うが、

上手に取材したよい番組だと思った。一般では入れないところを紹介しただけでは

なく、その役割が分かるように構成していて感心した。視聴者を代表し、一般では

入れないような所を紹介するというＮＨＫの一つの役割を体現している番組だと

思った。今後も取り組んでいってほしい。５月５日(木)の発掘！お宝ガレリア「黄

金ＬＯＶＥ！展」(総合 後 7：30～7：58)では、通常公開されていない復元された

豊臣秀吉の金の茶室を紹介していた。われわれが入れないところをきちんと調べて

くれるという意味で、「探検バクモン」と共通する要素があると思った。 

 

○  遅い時間帯に放送していたころから楽しく興味深い番組として視聴している。Ｎ

ＨＫの番組の中には、肩の力を抜いて視聴でき、かつ楽しく学べ、考えさせる部分

も持つ番組がいくつかある。そういう番組として「探検バクモン」も貴重だ。「迎

賓館 赤坂離宮」は、知られざる迎賓館の歴史を紹介しており、それは日本の歴史

に重なるところがあった。迎賓館の豪華さに対する驚きとともに学ぶ部分もあった。

かつて「探検バクモン」で沖縄を取り上げたことがある。沖縄の問題を限られた範

囲で切り取って番組で紹介することはそうとう難しいことだと思うが、バランスよ

く構成されていて、沖縄のことをよく知らない若い世代に見せたいと思う番組だっ

た。同じように気楽に視聴できて学べる番組に「オイコノミア」があると思うが、

「探検バクモン」も含めたそういった番組で、農業や農村の問題をもっと取り上げ

てほしい。例えば過疎地で奇跡を起こし復活しつつある内発的な集落を「オイコノ

ミア」の大竹文雄さんが分析したらどうなるのだろう、「探検バクモン」の太田光

さんがそういうところを見たらどう思うのだろうとよく思う。そういう取り上げ方

をこれからもしていってほしい。 

 

○  迎賓館のことはよく知らず興味もなかったが、  ＹＯＵさんのコメントが大変

分かりやすく共感が持て、私も同じ場所に立ったら「首が疲れる」など、同じこと

を言うかもしれないと思った。肩の力を抜いて視聴できた。一見気がつかない日本

らしさを表現した桜の絵とじゅうたんなど、全体的に小さいころに読んだおとぎ話
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のような世界があり、途中から引き込まれた。探検するシーンに重ね、迎賓館がど

う使われてきたか写真や映像で紹介されるため、見たことがある、知っていると興

味が湧き、あっという間に番組を見終わった。知識が増えたような感じもあり、大

変楽しく視聴した。また楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組は、視聴者の代わりに、これまであまり訪れたこ

とがない場所を探検するという形を取っており、どの回も苦

労が多いが、今回は特に苦労した。外務省や首相官邸とやり

取りをしても前に進まなくなったこともあった。視聴者が行

けないところに私たちが代わりに行くことで、そこに関わる

人たちの技術やすごさを伝えたいという番組の思いを先方に

伝えた結果、迎賓館の館長が理解を示してくれ、協力してく

れることになった。取材できる場所が決まったのは直前で、

晩さん会の食事のシーンなどはロケの３日前まで決まらな

かった。 

 

○  迎賓館はもともと皇族の館で、いろいろな時代を経て現在に至ったことがよく分

かったが、実際に中に入ってカメラが見ているものをどう解説するのかだ。ＮＨＫ

のカメラが初めて入った貴重な素材であり、もっと気の利いた知的な解説が欲し

かった。迎賓館は予算の額の割に稼働率が悪いそうだ。舞踏会の間は１回も使って

いないと紹介されていたが、本来もっと使うべきところを外務省、官邸なりの事情

なのか、うまく活用されてこなかった歴史が恐らくあるのだろう。今後は公開して

いこうという政治決定があり、その流れの中でＮＨＫが番組を制作したのだと思う

が、そういう観点から、これまできちんと活用されてきたのかという側面も欲し

かった。館長の山崎日出男さんは元大使で、東ヨーロッパ地域のベスト・アンバサ

ダーに選ばれたことがあると紹介されたが、ベスト・アンバサダーとはどういうこ

となのかが分からなかった。語学が堪能なのかなど、ベスト・アンバサダーの根拠

があるのならば文字情報で多少紹介してほしかった。経緯や背景が紹介されれば、

案内役としての価値が上がったのではないかと思った。 

 

○  初めてテレビカメラが入ったというニュース性のある番組だった。プライベート

ルームでは国賓であろうとルームサービス代を自ら払わなければならないという

のが新鮮だった。明治以来の激動の時代をくぐり抜けてきた迎賓館の説明があまり

なく、差し障りのない説明で終わってしまったのが残念だった。フランス、ノル

ウェーの大理石、シャンデリアがすばらしいというだけで、芸術的価値がきちんと
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説明されていなかったのも残念だった。爆笑問題のことは好きだが、いつもの興味

深いツッコミがあまりなく、案内するのは誰でもよいのではないかと感じ残念だっ

た。爆笑問題がいるからこそ、迎賓館と私たちを結びつけてくれる役割があったの

ではないかと思うが、それも感じられなかった。ゲストの発言も、「驚いた」「すて

き」だけで終わるのではもったいない内容だった。テーマを決めた際に、探検する

場所の勉強が出演者側にも少し必要なのかと思う。もしかするとＮＨＫで用意した

シナリオが固まりすぎているというようなことが原因の可能性もあるかと思った。 

 

○  この番組が好きで継続して視聴している。迎賓館の歴史的変遷、開設以来のそれ

ぞれの時代における当時の政府の思い、外交の一翼を担うべき迎賓館の役割など、

教養的要素がかなりあると思う。一方で、家族向けに予定調和的な構成になってい

ると感じた。遅い時間帯での放送だったときは、爆笑問題のツッコミにかなりと

がったところがあったと思うが、今回はマイルドになっている。これまでかなりシ

リアスなテーマやマニアックな場所を取り上げてきたが、放送時間帯が変わっても、

そういう幅を持ち、対象枠をあまり制限せずに、テーマによってはアプローチの仕

方を臨機応変に行うほうがＮＨＫらしい番組になるのでないかと感じた。今回は初

公開の場面も含め、相当苦労したと思う。ＮＨＫの取材力があって初めて映像化に

つながったと思う。大変興味深かった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  放送時間帯は変更になったが、爆笑問題の態度は大きく変

わっていない。夜８時台だから予定調和にしようという気持

ちもない。スタッフ用の台本はそれなりの厚さのものだが、

爆笑問題にはＡ４サイズ１枚分の資料しか渡していない。探

検する場所、出会う人、ディレクターとして伝えたいことな

どが書いてあるが、それを素直にそのまま進行する２人では

なく、結果的に進行通りになることも、ならないこともある。

太田光さんは、一般の人に対しては大変優しく、通常ほとん

どツッコむことはしない。迎賓館の館長に対しても、同様だっ

たのだと思う。爆笑問題にどこまでフルパワーでのびのびと

活躍してもらえるのかは、番組としての課題だと思っており、

引き続き考えていきたい。 

  ２８分間の番組で何をどこまで紹介するのかは、さまざま

な考え方がある。今回でいうと美術的な価値、歴史的な意義

等にもう少し触れてもよかったのかと思うが、夜８時台に合

うバランスにしたつもりだ。ご指摘の点も含め、番組を作る
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と常に反省すべきことがある。 

 

○  大変おもしろい番組だった。迎賓館赤坂離宮についての興味深い紹介でおもしろ

かったし、途方もない施設だとよく分かった。よく分かることで逆に、なぜそんな

ものが存在するのかという疑問が湧いた。日本は近代に入ってからなぜ途方もない

ものを造ったのか、その理由が知りたくなった。モデルになったのはベルサイユ宮

殿、バッキンガム宮殿だと紹介されていた。ベルサイユ宮殿は１７世紀、バッキン

ガム宮殿は１８世紀に建設されているが、２０世紀になってからなぜ日本がそれら

をモデルにして造ったのかという事情、歴史的背景が分かると迎賓館の異様さの意

味が浮き上がってきたのでないか。戦後一時期図書館として使用されたという話が

あったが、違和感のあることとは思わなかった。ルーブルは宮殿だったが、フラン

ス革命で美術館に変わっており、王宮だったものが公共的な施設に変わることは

そんなに違和感のあることではないのに、番組ではちょっとした脱線のように紹介

されていたのが残念だった。番組全体としては引き込まれるようで、何の緩みもな

く見ることができ、おもしろかった。それだけに陰影、奥行きも知りたくなった。 

 

○  最初に空撮の映像が紹介され、こんなに大きな敷地だったのかと思ったが、敷地

については一切触れておらず、少し残念だった。全体的には興味深いところもあっ

た。迎賓館が公共のものに一時使われたということは驚きだった。1960 年代に東

京オリンピックの組織委員会のオフィスとして使用され、当時シャンデリアに蛍光

灯を突き刺していたと聞いてもっと驚いた。とても大事な場所だが、そういった形

で庶民にも触れられた場所だったのかと感じ、楽しく視聴した。図書館や組織委員

会として使用されていた際のエピソードはもう少し掘り下げてほしかった。どこま

でおもしろおかしく見てよいのかと少し迷った。料理に対する爆笑問題の真剣なコ

メントに対して、ほかの出演者がちゃかすようなやりとりに違和感があった。ちゃ

かす前に別のコメントがあってもよかったと思う。爆笑問題のおもしろさはみんな

が分かっているが、そういう場だからこその今までにない真剣なまじめさが、歴史

や感動とともに紹介されればよかったと思った。 

 

○  番組を２回見た。１回目は、テレビを何となくつけていたら迎賓館が紹介され、

入ったことがないため興味を引かれ視聴したが、ＮＨＫだから迎賓館に入れるので

あり、すごいと思った。時折ＭＣやゲストの声が煩わしく感じたが、放送される時

間帯、また美術探訪でもなく、評論家が論じる番組ではないことを考えると、こう

いう番組でもよいのかと思った。２回目に視聴した際は、あれだけの超一級の歴史

的な建造物や調度、国賓級のお料理などを見せてくれた喜びを大きく感じた。爆笑

問題もＹＯＵさんも好きだが、今回の番組では、彼らの持つ素朴なよさがあまり出



6 

ていなかった。もっとシナリオが練れていて、ここは素人感覚でツッコミをしても

よいシーンだとかが明確になっていればよかったと思う。今回は爆笑問題の意外と

真剣な表情や、きまじめに驚いている姿のほうが庶民感覚に近く、印象もよかった

が、そこでもっとナビゲーターが歴史的な背景などを補足するようにすれば、なお

のことすばらしい素材を堪能できたのでないかと思う。とにもかくにも、この時間

帯であれだけのものを見せてもらったことには感謝しているが、もう少し改善して

ほしかったと思ってしまったのが正直なところだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

  出演者にいい意味でどこまで暴れてもらえるかだと思うが、

一方でそうした場面が伸びるとほかが減っていくことになり、

毎回苦労している。実際に撮影できたところを生かすしかな

いわけだが、今回は、いちばん盛り上がったシーンをベース

に、必要な情報を足す方向で構成した。きっちりとした台本

を作るよりも、「このシーンはこうしましょう」ということを、

現場でもっと言ったほうがよいのかと最近思う。視聴者の代

わりに探検していることや爆笑問題とゲストのキャラクター

をどう生かすのかは毎回悩んでいて、改めて大きなテーマだ

と思った。 

 

○  短い時間で歴史、美術、食の部分もあり、さまざまな要素がうまくまとまってい

ると感じた。専門的な番組ではなく、さまざまな要素でさまざま人の興味を引く意

味ではうまく構成されていると感じた。ＮＨＫならではのこだわりだと思うが、歴

史を紹介する場面で当時の映像を持っていることはさすがはＮＨＫだと思った。民

放ではコメントで紹介されるのみになる恐れがあると思う。短い時間で膨大な要素

を詰め込み、編集にも苦労があったかと思う。ときどきこの番組を視聴しているが、

通常だと爆笑問題とサヘル・ローズさんの３人で構成しており、今回ゲストを呼ぶ

必要があったのだろうか。あれだけすごいものを対象にするのであれば、出演者を

絞ることで、もっと内容に踏み込むこともできたのではないかと感じた。番組全体

としては、大変楽しく視聴した。 

 

○  最初に視聴した際は、迎賓館とはどんなものなのかという興味で、さらっとおも

しろく視聴したが、再度視聴すると２８分間であれだけの素材を全体的に紹介する

のはチャレンジングだったのでないかと思う。それが故に少し重さに欠けるような

感じがした。全体を見せる必要があったのか、焦点をもう少し絞ってもよかったの

ではないかという感想だ。迎賓館の管理がいろいろな省庁にまたがっていて取材が
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難しかったというような裏側を紹介してもよかったのでないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「朝日の間」といういちばん格式の高い部屋と、舞踏会を

開くことができる「羽衣の間」は一般公開されている部屋で、

そこをどこまで紹介するのかは悩んだ。そこをもう少し短縮

し、迎賓館そのものがもっと分かる、もしくは爆笑問題なら

ではの視点をもう少し生かせるような時間配分は検討の余地

があったと思う。 

 

○  夜８時台はこれまであまりおもしろい番組がなく、家族もつまらないといつも

言っている。そんな中、今回はおもしろい番組を編成してくれたと評価したい。迎

賓館そのものは多くの人が訪問したことがなく、公開されても多くの人が見に行け

るわけでもないため、紹介する意味で大変よかった。もう少し硬派な番組として制

作してもよかったかと思う。４月２７日(水)の「ハウステンボス！テーマパークＶ

字回復の秘策」も見たが、爆笑問題のおもしろい質問、意見が生きていた。今回は

場所柄か、話している内容に無理があり、バランスが合っていなかった。しかしシ

リーズ全体の１本としてはよく構成されていたし、短い時間で迎賓館を紹介してく

れたと思う。これからもわれわれの行けない場所を探り当て、紹介していってほし

い。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組が始まって４年経過し、放送回数も 150 回を超えてお

り、新たな探検場所を探すのが難しくなってきているが、見

方さえ変えればおもしろい場所は世の中にたくさんあるとい

う気がする。夜１０時５５分から放送していたときは、フィ

ギュアを造っている会社や、オタクが集まる中野ブロード

ウェイにも行った。迎賓館のような場所はそんなにたくさん

あるわけではなく、どのようにしたら楽しく、かつ少し考え

させられるものが提供できるのか検討している。その１つが

３月２日(水)と９日(水)に放送した「爆笑問題、陸前高田を

行く」と「爆笑問題、陸前高田をもっと行く」の回で、視聴

者に代わって、陸前高田は震災から５年経過してどうなって

いるのか、陸前高田を何とかしようと思って今もがんばって

いる方々はどんな気持ちなのかということを知ることも大事

かと思って制作した。手探りのため、毎回うまくいくとは限
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らないが、チャレンジはやめない。これまでも大阪西成区の

あいりん地区や新宿二丁目を訪れたり、ハンセン病療養所で

患者さんの立場を何とか改善しようと闘っている元患者さん

を訪ねたこともある。そうしたことから、インターネットの

世界では“攻めすぎる「探検バクモン」”などと言われている。

これからもどういったテーマで、視聴者に代わって見せるの

かを原点と考え、頑張っていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  熊本地震の報道は頼りにしている。東日本大震災の際と同様、定点的な情報提供

を継続してほしい。一人ひとりにスポットを当て、定点的に状況を伝えてくれるこ

とは、被災地の状況を知るうえで分かりやすい。また、人ではなく地点で伝えるこ

とも分かりやすい。農業が復興するまでにはとてつもない時間がかかる。地割れが

起きると水を張れないため稲も植えられない。その土地を遊ばせないために、代わ

りに大豆を植えようというプランが現地から出ることもあり、それに応じて全国で

支援を行う。そういった支援も現地の情報がなければできないことで、その意味で

もＮＨＫの報道を大変頼りにしている。５年前の経験から次に起こることを予想し

ながらこの１か月を過ごしたが、いくつも予想を裏切られた。熊本地震の被災地は、

東日本大震災とはまた違うと思い知らされた１か月だった。 

 

○  熊本地震の報道について、いろいろな方を対象に被災の状況を定点的に伝えてい

るが、あまり報道されていない事柄で伝えてほしいことがある。警察、消防専門の

現職で、一般にはできない作業を行うために被災地で活動している団体があるが、

被災地では想像以上に盗難事件が発生しており、地元警察は手を焼いている。立ち

入り禁止となった倒壊家屋などを対象とした盗難で、盗難グループは市役所の正式

な制服を着用して犯行を行っているらしい。そのため、支援のために正規で活動し

ている団体などが盗難グループと疑われて、活動が滞っており現地は大変困ってい

る状況だ。またこういったことは報道もされていない。何を報道するかは番組上の

判断もあるだろうが、ＮＨＫから多少なりとも解決策のような内容を伝えてもらえ

ればと思う。現地で懸命に遺体捜索や廃材の撤去などを行っている支援団体の手助

けになるようなことも気にとめてもらえたらと思う。民放などではできないことだ

と思う。 
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（ＮＨＫ側） 

  熊本地震では、今でも１万人を超える方が避難をしている。

家の被害は少なくても、余震の恐怖のため戻れず、車中で寝

泊まりしている方もいるという実態も時間を追って伝えてい

る。自治体の方も疲弊しており、例えば益城町の方々の心の

ケアを支援しているＮＧＯの活動を紹介した際は、自治体の

方も自分の苦しみを吐き出し、泣き、それが次の力になるこ

とも伝えた。余震が続く中で、どうやって自治体や被災者に

寄り添って何を伝えるべきなのか、日々考え、伝えている。

これからも被災者に寄り添った形で、課題はもちろんだが、

解決するには何をしたらよいのか、復興へ向けた道筋でどん

な事例があるのかも含め、伝えられればと思う。盗難につい

ては伝えていないわけではないが、難しいところがある。手

口などディテールを伝えると模倣犯が出てくる可能性もある。

真剣に活動をしている方が被災者からなかなか受け入れられ

ない実態もあることは聞いている。どう見分けるのかは難し

いかもしれないが、模倣犯を増やすことなく、解消する手立

てにはどんなものがあるのかも含め取材していきたい。盗難

グループが摘発されたと伝えることが抑止効果になるかもし

れない。いろいろと考えながら、伝えていきたい。 

 

○  先日、籾井会長の発言として、「原発報道についていたずらに不安をかき立てな

いように。公式の事実を伝えるように」という部内での発言があったということだ。

その発言に対して、ＮＨＫは「あれは熊本地震報道に伴うものであって、原発報道

全般に伴うものではない」とコメントを出した。そのことを踏まえた上で、意見と

して伝えたいことがある。“不安”をどう考えるかだが、不安ということばが出た

途端に不安をあおる、不安をかき立てると思いがちだが、報道機関の仕事はその不

安を伝えることだと思う。不安をかき立ててはもちろんいけないが、不安を伝える

ことはむしろジャーナリズムの使命だ。その不安を伝えることについては今までど

おり行っていってほしい。公式発表というのは全体を混乱がないようにしようとい

う、行政側の意図であり、それ自体は責められるべきでないが、そのことと実際に

何が起きているのか、実際に不安な要素がないのかどうかは別だ。ＮＨＫには並外

れた取材力がある。公式発表に頼らず、不安な部分があればそれはあおらずに伝え

ることが必要だ。 
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（ＮＨＫ側） 

  私の発言は、熊本地震に際しての「災害対策本部会議」の

最後に私の気持ちを申し上げたものだ。熊本の南、鹿児島の

川内には原発がある。原発について言及するに際しては安全

に運転されているのか、放射線量がどうなっているのかとい

う事実を伝えようということであり、それ以上のものでも、

それ以下のものでもない。それが、原発の議論と解釈された

ことは心外だった。 

 

○  熊本地震についてはよく報道してくれたと思う。避難している人たちが大勢いる

ことは、今回の地震の特徴でもあると思う。避難している人たちがいかに苦労して

いるかという報道は的確だったと思う。継続し報道することが社会の関心を薄れさ

せないためにも重要で、これからも努めていってほしい。地震が発生した当初に知

事、市長がどう対応しているのか、存在感があまり見えず、現場だけの報道だった

が、最近は行政側の対応も伝えてくれておりよかったと思う。 

  不安が本当にあるのであれば報道することは重要だが、一部の人の不安であって

もそれをかき立てるような報道はバランスを欠くと思う。的確なバランスを持って

報道してほしい。 

 

○  ４月２４日(日)のＮＨＫスペシャル「若冲 天才絵師の謎に迫る」に大変感銘を

受けた。いかにも「ＮＨＫスペシャル」らしい取材と技術を駆使していると思った。

大変引き込まれる番組で、絵がとても美しかった。若冲の細密な技法を、画像を生

かしながら解き明かしていた。当時の日本であまり使われていなかったプルシアン

ブルーの絵の具が使用されていたことを突き止めたり、色あせた天井画をＣＧで再

現したり、いかにも「ＮＨＫスペシャル」らしい試みだったと思う。秘蔵の絵が紹

介されたことも驚いた。その絵を通し、若冲の卓越した技術と芸術観、美意識がど

う結びついているのかもうまくつなげていた。間然するところがなく、大変よくで

きた番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「若冲 天才絵師の謎に迫る」を見た。色彩がすばらしく、若

冲が千年後に託したメッセージは何かというよい番組だった。ただ、若い女性のナ

レーションだったが、番組の質の高さと声がアンバランスに感じた。番組に合わせ

てナレーションを選んでほしいと思った。 

 

○  ４月３０日(土)のＮＨＫスペシャル「そしてバスは暴走した」は、１月に軽井沢

で起きた痛ましいスキーツアーのバス事故を取り上げ、なぜ悲惨なバス事故が繰り
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返されるのかを探った番組だった。バス業界の安全軽視の体質にスポットを当て、

ほかのバス会社の運転手に話を聞き、大変危険な境遇で仕事をしていることも描い

ていた。説得力があり、全体的によい番組だったと思う。欲を言えばもう一歩踏み

込んで、そういう状況を生んでいる行政の規制のあり方を検証してもよかったと思

う。バス事業についての規制緩和で業者の数が増加してしまったことにさらっと触

れていた。一方で 2012 年に起きた関越道での事故を受け、旅行会社に対する規制

が強化され、旅行会社はその条件を満たすためにバスの手配が難しくなり、コスト

が上がり、経営難につながっている。それが今回のような安値発注、受注の１つの

要因にもなっている。そういうことを考えると、一連の行政による規制がどこまで

現場の実態を踏まえたうえでなされていたのかという検証も必要だったのでない

か。民間業者だけではなく、行政に対しても厳しい視線で見て、番組を制作してほ

しいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「そしてバスは暴走した」について。１

月に起きたバス事故についての構図はいろいろなところで語

られている。亡くなったバスの運転手の適性検査がどんなも

のだったのか、今は無縁墓に眠っているなどのディテールで

あの事件を肉付けし、本質に迫ろうとした。視聴者からも規

制のあり方を検証してほしいという意見が寄せられた。バス

会社に発注する最低の値段が決められているが、この間の事

故でも守られていなかった。なぜ守られないのか、規制はし

たがチェックするシステムがないことが原因のようだ。検証

するべきところはいろいろあると思うので、機会があれば取

り上げたい。 

 

○  ５月４日(水)のＮＨＫスペシャル「１８歳からの質問状」(総合 後 10:00～5 日

(木)前 0：00)を見た。今年夏の参議院選挙からの１８歳選挙権に向け、ＮＨＫで

はニュース番組を含め、若者の政治参加をいかに促すのか、現場の取り組み、課題、

若者の政治意識について熱心に報道している。民主主義の健全な発展に資するとい

う観点から見ても大変評価できると思う。番組では１７～１９歳の若者の政治や政

治家に対する率直な疑問、不信感がかなりストレートに発信されていた。２時間と

いう長丁場の番組だったが、最後まで見応えがあった。若い世代が自分たちの意見

をしっかり伝える姿勢に感心した。政治や政治家に対するかなり厳しい見方や主張

は、若い世代の政治意識や関心の現実を浮き彫りにしていると改めて感じた。政治

家サイドが分かりやすく答えようとしている努力は伝わったが、政治家個人の事情、
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所属政党の立場等の主張が散見され、結果として議論を錯綜(さくそう)させた面が

あり、残念ながら政治家サイドが若い世代とどう向き合うのかというメッセージを

発するまでには至っていなかった。これはあくまでも参加した政治家の責任だと思

う。武田真一アナウンサーは上手にコントロールしながら番組を進行し、若い世代

へ発信力のあるコメンテーターも随所でよい発言をしていたが、政治家サイドの対

応はお粗末だったというのが率直な感想だ。番組では、若い世代の政治への向き合

い方の背景にある不安の深刻さや課題を浮き彫りにし、政治家だけの問題ではなく、

社会全体がどう受け止めるのか、重たい課題を改めてしっかり発信していた。ＮＨ

Ｋならではの番組だったと思う。政治と金の話が出た際、政治家個人の意見が多く

出されて、若い世代に誤解が残ったのではないかと思う。政治と金にまつわる現実

の問題や状況、課題を政治全体の課題として発信することは政治家が本来やるべき

だが、今後の課題として、ＮＨＫの解説委員などが補足的な説明を行えば誤解が解

ける部分もあったのではないかと思う。番組には、視聴者からテレビリモコン、ツ

イッター、パソコンなどを利用して相当数の反響が来ていたが、ＮＨＫはその反響

をどのように捉えているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル「１８歳からの質問状」の反響について。

放送と同時にデータ放送などで納得した人と納得しなかった

人をリアルタイムで集計し、全体で３万件ぐらいだった。「あ

さイチ」でも類似したシステムで参加してもらっているが、

「あさイチ」と比べると １０代の世代が直接ボタンを押し

た率が高かったという結果だ。同時に意見も多く寄せられた。

委員のご意見と同様のものも多かった。若い世代からは、分

かるように情報を発信してほしいという意見が、逆に、若い

世代もきちんと理解するべく勉強し、リテラシーを身につけ

なければいけないのでないかなど、多彩な意見が多く寄せら

れた。公共放送として、合意の難しいテーマで自由な言論の

場を作ったら何が見えるだろうということで制作した。機会

をとらえ、ほかのテーマでも制作したいと思う。 

 

○  よくこんな取材を行ったと思ったのが、５月８日(日)のＮＨＫスペシャル 大ア

マゾン 最後の秘境 第２集「ガリンペイロ 黄金を求める男たち」で、人間の本

質みたいなものに迫っていた。決して押しつけではないドキュメンタリーで、これ

だけ攻めているものはないと思った。科学番組の中でも１年にわたって動物を追い

続けているが、ＮＨＫでないと制作できない番組があり、この番組は特にそう思っ
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た。「探検バクモン」のような番組では、訪れる場所にどこまで入れるのか攻める

と同時に、その場所についてしっかりと説明する必要がある。取材される現場は業

務を進めるのに忙しい一方で、取り組みなどを広く知ってもらいたい、おもしろさ、

意義を知ってもらいたいという気持ちはあるが、組織の中でも温度差がある。ＮＨ

Ｋはおもしろいことを広く知ってもらうために取材させてほしいという形で丁寧

に説明してきているため、今まで成功してきたと思う。今後も丁寧な説明による視

聴者へのサービスを続けてほしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫスペシャル 大アマゾン 最後の秘境 第２集「ガ

リンペイロ 黄金を求める男たち」について。アマゾンにあ

る、生物的にも人間の生き方でも、現代社会で失われたもの

や未知の世界を紹介する４本シリーズのうちの１本だ。2009

年にＮＨＫスペシャル「ヤノマミ 奥アマゾン 原初の森に

生きる」を放送した。この番組は、ベネズエラとブラジルの

間に住み、赤ちゃんが生まれると人間の子として育てるか、

森に返すかを選択するという伝統的な生活を送るヤノマミ族

を取材した。「ガリンペイロ 黄金を求める男たち」のディレ

クターは「ヤノマミ 奥アマゾン 原初の森に生きる」を制

作したディレクターで、その番組以降ブラジルでいろいろな

ネットワークを作っている。ガリンペイロの場所を見つけ、

取材許可を得る交渉だけで２年ほどかかっており、長期取材

に基づいて制作した。同じディレクターが第４集ではイゾラ

ドという、ほかの種族と接触したことがない人たちを取り上

げる予定だ。 

 

○  ５月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「天使か悪魔か羽生善治 人工知能を探る」

を見たが、羽生さんの進行役がぴったりとはまっていた。羽生さんがあれだけ英語

がうまいとは知らなかったが、世界の知性と議論し、実態をわれわれに教えてくれ

た。人口知能は、この先ディープラーニングを行うと人間と同じ力を持ち始める。

プログラムを初めからインプットせずに、人間と同じように失敗を重ねる中で正解

を見つけ出していくことを学習させると、人間以上に圧倒的な能力を持ち賢くなっ

ていく。これからも企画として継続していってほしい。 

 

○  ５月２日(月)のブレイブ 勇敢なる者「Ｍｒ．トルネード～気象学を救った男～」

(総合 後 10：25～11：14)を見た。竜巻の強さの単位「Ｆスケール」のＦは藤田と
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いう日本人の名前だと知っていが、それが藤田哲也シカゴ大学教授で、その偉大な

業績と生涯は全く知らなかったため大変感動した。アメリカで同じ時代に藤田さん

と一緒に働いた研究者や航空関係者の発言がいくつか紹介され、藤田さんの人柄も

含め、涙を流しながら思い出を語る姿も大変感動的だった。博士自身の映像があま

りない中、ＣＧやイラストを活用することで最後まで臨場感の伝わる番組となって

いた。藤田さんのような日本人がいたことは、日本人にもっと知らしめてもよいと

思う。中学や高校の教材として十分に活用できるぐらいの大変すばらしい番組だっ

た。 

 

○  「ドキュメント７２時間」は優れた企画だと思う。４月１日(金)の「日韓７２時

間 くらべちゃいましたＳＰ」(総合 後 10：00～11：12)は、韓国で放送している

よく似た番組を紹介していて、お国事情も出ておもしろかった。５月１３日(金)

の「異国でハンコをたずさえて」は、外国人が多く訪れる新大久保で、どんなニー

ズで印鑑１本を買うのか、よく取材されていた。ベトナムの青年は、「共産党体制

が嫌で日本に来た」という趣旨の突っ込んだ発言もしていた。世界の人々が日本を

どう見ているのか、たった一つの小さなハンコからある意味での日本論が浮き彫り

になっていた。日本の若い男性は自分探しの旅で田舎から出てきて、ハンコを一つ

持って人生を始めようとしていて、印鑑屋のお母さんが「がんばりなさい」と声を

かける場面もあった。市井の人たちがどんな生活をしているのかという中にさまざ

まなニュースを探し、教えてくれる。「探検バクモン」の手法とはまるで逆だが、

そちらのほうが今の時代のさまざまな動きを感じ取ることができると思う。 

 

○  ４月２３日(土)のＮＥＸＴ 未来のために「さらば砂防会館 権力と公共事業の

はざまで」を見た。今だから明かせる歴史的な権力と公共事業のあり方を伝えてい

たが、分かりやすく当時の映像もふんだんに使用していて、さすがはＮＨＫだと

思った。 

 

○  ４月２８日(木)のクローズアップ現代＋「そして男性は湖に身を投げた～介護殺

人 悲劇の果てに～」を見た。献身的に親を介護し、最終的に親を殺さなければな

らない、追い詰められた介護殺人の深刻さを報道した番組で大変印象に残った。介

護殺人の裁判で裁判官が「お母さんのためにも幸せに生きてほしい」「問われてい

るのは行政である」という発言をし、執行猶予つきの判決が下された。番組では判

決を下された息子の追跡をしていたものの、その後の行政の対応については詳しく

紹介されなかった。裁判以降も 2015 年には４４件の介護殺人が起こっている。介

護行政は何をしているのか、踏み込んだ報道が必要だと思った。コメンテーターと

して、専門家と介護の経験がある俳優が出演していたが、その俳優が母親を介護し
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たのは、恐らく昭和５７年ごろだと思う。介護の経験といっても、過去すぎて、現

在と事情も相当違うためあまり参考にならなかった。現状が分かる方に出演しても

らったほうが、もっとよい番組になったと思う。 

 

○  「クローズアップ現代」は「クローズアップ現代＋」という新しい番組となった

が、どの程度評価されているのかを教えてほしい。セットの作り方など、いろいろ

気になる点もある。次回以降に推移を報告してほしい。 

 

○  土曜ドラマ「トットてれび」を楽しく見ている。放送前から大変楽しみにしてい

たが、主演の満島ひかりさんの演技がほれぼれとするほど楽しく、家族で楽しみに

している。番組のホームページには「世の中なんだか、徹子さんが足りない」とい

うコピーが掲載されているが、まさにそのとおりだ。ドラマの中の黒柳徹子さんを

見ていると、働く女性としてもっと自由に考えられるのではないかと感じたり、見

終わったあとは、自分で難しく考えていることなどが心の中で溶けていくようだ。

黒柳さんの存在感が大きく、まるで歴史上の人物のように不思議に思えてくる。番

組の宣伝も兼ねていると思うが、満島さんがいろいろな番組に出演しているのをよ

く見る。５月１２日(木)のミュージック・ポートレイト「妻夫木聡×満島ひかり 第

１夜」は、妻夫木さんとの対談で、満島さんがアイドルから女優への転身を語って

いた。満島さんの自由さ、まっすぐさが表れていてとてもおもしろかった。「第２

夜」も楽しみにしている。 

 

○  ５月７日(土)のＥＴＶ特集「お墓の行方～弔いの社会史～」を見た。各国の事情

を紹介しながら、お墓を通し、社会の環境が大きく変化したことが紹介されていた。

お墓をどうするのかという問題は、１５、１６年前当時はそれほど深刻ではなかっ

たが、今は目の前に迫ってきていると思った。人生を終えるとき、何か判断しなけ

ればならないときに無宗教という人が多い中でどうしたらよいのか、現代人の大き

な問題になりつつある。そういう問題を抱えた際に、どこに相談したらよいのか、

現状をもっと知りたい人はどうしたらよいのかという最後の詰めがなかったのは

大変残念だ。具体的にどうしたらよいのかという道筋を見せてくれれば参考になる

番組になったのでないか。 

 

○  ＥＴＶ特集「お墓の行方～弔いの社会史～」を見た。自分がお墓に近くなればな

るほど関心を抱くと思う。十分なデータと、各国の比較が映像で分かりやすく、参

考になる番組だった。この数年間で家族世帯よりも１人世帯のほうが増加している。

後の面倒を見てくれる人が誰もいない１人世帯がどうやって自らの最後を全うす

るかという重要なテーマだ。お墓問題を研究している社会学者がそのつど解説をし
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ていて説得力もあった。 

 

○  ２月と３月にＥテレで放送された「ロイヤル・アカデミー 音楽白熱教室」は、

ロンドンの学校での講座を５回にわたって取り上げており、すばらしくおもしろい

番組だった。クラシックに全く興味のない人でも、音楽の歴史の成り立ちが立体的

に分かる。講座形式の番組だったが、もともとある講座を収録したのではなく、番

組のために開かれた講座だと思う。大変自然な形で研究的な話と実演とフリップ、

映像が構成されていて、歴史的なことがよく分かった。短い時間の番組だったが、

大変よい番組だった。こういった切り口で難しいと思われているクラシック音楽に

限らず、文化を取り上げてもらえると、たくさんの人の生活に楽しみが増えると思

う。昔「クラシックミステリー 名曲探偵アマデウス」という番組があったが、い

まだにいろいろなところでいろいろな人から「あれはおもしろかった」という声を

聞く。これからもそういう番組作りをお願いしたい。 

 

○  火野正平さんの「にっぽん縦断 こころ旅」は長寿番組で、朝の７時４５分とい

う慌ただしい時間の放送だが、自転車の速度で映る景色を見ながら、視聴者の手紙

をもとにいろいろな場所を訪ねるという心が温まる番組だ。これまでは火野さんが

１人で自転車で走る場面ばかりだったが、最近は併走している３、４人のスタッフ

の姿が一緒に一瞬映り、時々火野さんとのやり取りも紹介される。火野さんはおと

ぼけ調でぼそぼそと「道に迷った」などと言うのだが、それに対するスタッフの受

け答えは礼儀正しく爽やかだ。長い時間一緒に行動していると慣れ親しんでしまう

と思うが、節度ある距離感を感じる。ＮＨＫでは若い層を獲得しようということな

のか、バラエティーのようなことばのやりとりが多く、時代の流れで若い世代にも

受けるのだろうと思う。番組の中では、若い男性スタッフが節度を持って全国を

回っており、最近は火野さんの姿と声を聞く楽しみだけではなく、スタッフとのや

りとりがいつ流れるかと楽しみにしている。そういったさりげない場面でもＮＨＫ

のよさを見ている。 

 

○  ＮＨＫは番組のタイトルの付け方が上手だと思う。内容に興味を抱かせるものが

多い。タイトルの付け方は大事で、「トットてれび」や「そしてバスは暴走した」

も興味を引くが、きちんと番組の内容を短いことばで表現している。ドキュメンタ

リーも時間をかけ、じっくりと取り組んで制作すれば、それだけのものになる。制

約がさまざまあるかもしれないが、その中で制作の現場にいる方が思いを込め、番

組を作ることができるのかが大事だ。これからもますますよい番組が制作されると

よいと思う。 
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ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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平成２８年４月ＮＨＫ中央放送番組審議会 

 

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

１４人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、経営計画における「達成状況の評価・管理」（２７年度第４四半期・

１～３月）について、グッと！スポーツ「嵐・相葉が初ＭＣ！卓球女王のスゴ技を体感！」

について説明があり、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  北城恪太郎（日本アイ・ビー・エム（株）相談役） 

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

有森 裕子（元マラソンランナー） 

         大野 博人（朝日新聞社編集委員） 

大日向雅美（恵泉女学園大学学長） 

         鎌田  實（諏訪中央病院名誉院長） 

         倉重 篤郎（毎日新聞社論説室専門編集委員） 

         佐野真理子（主婦連合会参与） 

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

         西原浩一郎（金属労協顧問） 

         比嘉 政浩（全国農業協同組合中央会専務理事） 

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

増田 雅己（読売新聞東京本社取締役論説委員長） 

        渡部 潤一（国立天文台副台長） 

        

 

 

（主な発言） 

 

＜経営計画における「達成状況の評価・管理」 

（２７年度第４四半期・１～３月）について＞ 

 

○  全体としては評価が改善傾向にある。「クローズアップ現代」で評価が一時的に

下がったが、最近は上がってきている。全体として「１．丁寧に取材・制作されて

いる」、「２．正確な情報を迅速に伝えている」、「４．社会的な課題について考えさ
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せられる」の評価が高かったのは結構なことだ。ＢＳプレミアムは満足度が過去最

高の評価だということも結構なことだと思う。今回の熊本地震に関係する報道も大

変丁寧に行っていると思う。全体としてよい番組を提供していると思った。 

 

○  若い世代がＮＨＫの番組に親しんでもらうためには３点あると思う。１つ目に、

高等教育との連携について。すでに教育番組では小学校の授業に活用してもらうこ

と等の取り組みが定着しているものの、高等教育についての取り組みは進んでいな

いと理解している。総合テレビの番組でも質の高い番組は高校、大学の授業、特に

アクティブ・ラーニングの教材となるものが多くあると思う。教員や学校にとって

そうした番組を講義の場で使いやすくし、積極的に活用し、提案する取り組みをし

てはどうだろうか。学校の場で通常、自分からは見ないＮＨＫの番組に触れること

で、質の高さを理解し、幅広くＮＨＫの番組に関心を持ってもらえるのではないだ

ろうか。２つ目に、ＮＨＫの番組の幅広い宣伝にネットワークの活用をしてはどう

か。「ＮＨＫ紅白歌合戦」や「大河ドラマ」のような、誰でも知っている番組の宣

伝だけではなく、いろいろな分野の番組、特定の分野に関心を持っている人たちが

多くアクセスする各サイトに紹介してはどうか。３つ目に、より多くの視聴者に見

てもらうために、再放送やＮＨＫオンデマンドでの配信が予定されていない番組に

ついてはその旨、視聴者に事前に知らせたほうが録画などの対応が可能だと思う。 

 

 

＜グッと！スポーツ「嵐・相葉が初ＭＣ！卓球女王のスゴ技を体感！」 

（総合 ４月５日(火)放送）について＞ 

○  私はスポーツにあまり縁がないが、オリンピックやサッカーなどを観戦するのは

好きで、いつも感動している。スポーツ選手のインタビューも、その人の技のすご

さよりも、スポーツ選手ならではの本番に向かう姿勢や、終わった後の会見のほう

がグッとくる。石川佳純選手の武器は“緩さ”だと記者会見の記事に書いてあった

のを見たが、相葉雅紀さんの、ザックリとした質問が私のようなタイプには大変分

かりやすく、石川選手の反応も自然で、かわいい人だと感じた。石川選手ではなく、

“佳純ちゃん”と呼びかけていたのもよいと思った。変幻自在の競技スタイルとい

う分析ＶＴＲでは、かわいい女性の中にある選手としてのすごさを感じることがで

き、応援したいという気持ちがあふれてきた。嵐については私の周囲でも嫌う人は

いない。相葉さんは嵐の中でも癒やし系で、相葉さんが出演することで、私のよう

な人間も楽しく視聴することができた。これからも番組を見たいと思った。 

 

○  うまく構成された番組だと思った。スピードの速さや、“カメレオン”などのキー

ワードを使いながら、見ている側を徐々に引き込むように作られていた。しかし、
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放送を２回に分ける理由があったのだろうか。２回目は見られなかったので、１回

で完結したほうがありがたい。相葉さんと石川さん以外の２人のゲストの存在する

意味があまり見えなかった感じがする。ＮＨＫと若い世代がもっと接点を持っても

らうためにも大事な番組になるだろうと思うが、私ぐらいの世代にとっては、相葉

さんだけでもちょっとと思うところに、ほかのゲスト２人はほとんどコメントもな

く、違和感があった。石川さんと相葉さんできちんとしたディスカッションをした

ほうがより深くなり、若い世代にとってもよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  相葉さん以外のメンバー構成では、ＮＨＫのスポーツ実況

に精通しているスポーツキャスターやアナウンサーに入って

もらうことも考えたが、今回の番組はスポーツ番組として思

い切ったモデルチェンジをしたいと思い、あえてそうしな

かった。今回は必要に応じ、解説の方が随時入る演出にした。

今後は解説の方がいない回が続く予定だ。スポーツにあまり

詳しくない、スポーツをふだん見ない方にも番組を見てほし

いと思っており、アスリートがリラックスして話す中でポ

ロッと意外な素顔が見える、本質的なところまで話しやすく

なるなど、そういう雰囲気が作れないかと思っている。相葉

さんはそのキーマンだ。そのほかのサポーターと呼んでいる

メンバーも、アスリートが構えずに話ができる同世代の女性

タレント、丁々発止でツッコミができる芸人と組んだらどう

いう化学反応が起きるのかという意図で出演してもらった。

このスタイルをもうしばらく続けるので、どういう感じに

なっていくか、温かく見守っていただけたらと思う。 

  さらに深くという部分について。スポーツニュース的な簡

略化ではなく、技のすごさにポイントを絞ることを一つの柱

に据えている。石川選手の卓球のスタイルはフォアハンドド

ライブ主戦型だが、それ以外にどういうスタイルがあるのか、

基本的なところ、入り口を丁寧に説明し、理解しやすいよう

にした。相葉さんが出演しているからかもしれないが、番組

のホームページへのメッセージは初回放送が始まって２４時

間たたないうちに 400 件ほどに達し、大きな反応があった。

相葉さんのファン以外の方からも「丁寧で分かりやすかった」

「解説のおかげで卓球の奥深さが分かった」という声も頂い

た。さらに深く掘り下げる部分をどのように出すか、次の段
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階として検討している。 

 

○  石川さんのアスリートとしてのすごさや、人としてのすばらしい魅力も伝わり楽

しく視聴した。番組のスタートとして石川さんを選んだこともすばらしい人選だと

思った。しかし、番組審議委員としては、ＮＨＫの番組には大いに勉強になり、心

に残るものもあったというところまでどうしても期待してしまう。民放の番組とあ

まり区別がつかない気がした。また、マイナースポーツや障害者スポーツにもス

ポットを当ててほしい。アスリートのすごさと人間的な魅力の両方を持っている方

は多数いると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３回目の放送までは石川選手と吉田沙保里選手というメダ

ルが期待できる、知名度の高い選手が登場する。４回目は東

京オリンピックの追加種目の候補でもあるスポーツクライ

ミングを取り上げる。野口啓代さんはトップアスリートだが、

知名度は石川選手等に比べると低い。マイナー競技もしっか

りと取り上げ、認知度が上がり、親しみを持ってもらえたら

と考えている。 

  パラリンピアン、障害のあるアスリートについても、リオ

デジャネイロ・パラリンピックも見据えて、取り上げたいと

思う。相葉さんたちが今のスタイルでパラリンピアンとうま

く和やかな雰囲気でその話を引き出し、私たち番組制作サイ

ドがどう整えれば魅力を出せるのか、今のスタイルを追究し、

挑戦していきたい。 

 

○  ２回に分ける必要があったのかという意見があった。番組の初めで“福原愛さん

との気になる関係”と紹介されたが、それは翌週でということでイライラした。２

回に分ける必要はあったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  初回の収録に向け、いろいろな仕掛けを考え、かなり長い

収録となった。放送時間を３５分に縮めるとアスリートと相

葉さん、出演者とのちょっとした間、柔らかい雰囲気のよう

なところを落とさざるを得なくなってしまい、この番組の魅

力の一つであってほしい、アスリートのちょっとした表情の

ようなところが失われてしまうと感じた。当初の予定では１
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回だったが、収録を終え、２回に分けることになった。吉田

さんの回以降は基本的に１回で完結する番組になっている。 

 

○  ２回に分けてもよいと思うが、２回分を見てから意見を言いたかった。 

  石川選手の人を引きつける笑顔が大変よく、天真らんまんさが伝わってきた。ま

た、相葉さんの進行もなかなか上手で、ほほえましい交流もあり、大変よかったと

思う。石川選手に縁のある方たちも登場し、人柄もポイントよく紹介されていた。

世界の頂点に立とうとする選手が小さいころから何時間も練習を積み重ね、今に

至ったという努力もきちんと描かれていて好感が持てた。一方で、プロ野球選手の

賭博、バドミントン選手のカジノ問題など、最近はスポーツ選手の不祥事が多く、

日常的にスポーツ選手が何を考えているのかが気になった。スポーツの頂点に立つ

ためには、一般の人にはない大変な技が必要で、それを得るために血のにじむよう

な努力が必要だと分かるし、選手自身が大変な努力で環境作りをしていると思う。

日本には昔から文武両道ということばがあるが、昨今のスポーツ選手は「武」だけ

で、「文」の部分がおろそかになっているのではないかと思う。中学の先生が出演

し、中国の遠征で宿題を忘れたという話が紹介されたが、そういう話ではなく、勉

強と卓球を成立させるのにどういう努力が必要だったのか、どれだけ大変だったの

かが知りたかった。選手の人としての成長、大変な技を得るためにどのような努力

をしているのかなど、内面にも触れてほしかった。 

 

○  番組自体は楽しく視聴した。こういった番組は、高い能力や技術についてのド

キュメンタリーという点とエンターテインメント的な要素、その両方をどうミック

スするかにあると思う。技術の高さやすごさについての分析は興味深かった。アス

リートの高い能力と技術を知ると、絶対に負けないのではないかと思うが、実際に

は負けることもあり、どうしてなのだろうと思っているとそのアスリートの人とな

りが紹介されるという番組の構成だと思う。番組では、松岡修造さんが出てきて、

石川さんの心の強さについて語っていたが、率直に言うと構成がやや安易な感じが

した。もっと技術の高さ、技術の限界のようなことをさらに奥深く知りたいという

気がした。まとめ方として予定調和的な感じがした。 

 

○  卓球というスポーツの深みや魅力、石川選手の技やさまざまな能力、これまでの

努力などがスポーツからのアプローチという部分で語られ、一方で石川選手の人柄

や個性など人間的な部分からのアプローチ、その２つのアプローチのバランスが全

体として成り立っていたと思う。そういう面で楽しく視聴した。コメントで気に

なった部分が先生のエピソードで、人間的な成長のところはもっとほかにあったと

思う。スポーツを通じ、個人の成長の姿がもっと浮かび上がる形であれば、さらに
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うまくバランスが取れたかと思う。 

  アスリートを対象にした番組はほかにもあるが、選手やスポーツに対する敬意が

あるのかどうかは番組を通して伝わってくると思う。今回については番組全体から

敬意を感じることができた。 

  相葉さんというキャラクターが作っている部分もあると思うが、相葉さんだけで

はなかなか引き出せない部分をサポーターが補っていたと思う。しかし、サポー

ターのコメントは番組を盛り上げようという意識は感じたが、過剰なところもあり、

うるさく感じた部分があった。スポーツへの敬意や楽しさ、アスリートの魅力、そ

の絶妙なバランスで作らなければいけない番組であるだけに、サポーターをどう選

ぶのか、どういうコメントを出すのか、繊細な調整が必要な番組だ。それが成立し

たときにはおもしろい番組だと思う。ぜひ続けていってほしいと率直に思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  アスリートへのリスペクトはもちろんだが、どこまで踏み

込んでよいのかというのはあると思う。相葉さんはアスリー

トをリスペクトして臨みたいということで、アスリートの詳

細な情報を事前に読み込んだ上で収録に臨んでいる。サポー

ターには思い切って踏み込んでくださいと伝えている。私た

ちがいちばん恐れているのは悪い意味でのＮＨＫらしさ、予

定調和だ。アスリートと視聴者の距離が離れすぎないように、

バランスを取りながら試行錯誤をしている。アスリートのす

ごさ、厳しい日々の中で戦っているところはＶＴＲでしっか

りと打ち出し、その分、スタジオではリラックスした雰囲気

で、視聴者と近い存在でもあるという、逆の顔を見てほしい

と思っている。バランスは難しいと思うが、振幅がこの番組

の魅力だと信じ、いろいろと精査しているところだ。 

  アスリートがどのような日常を過ごしているのかというこ

とでは、オリンピックが近い中で長く密着ロケができないた

め、本人へのアンケートなどで日常を出すようにしている。

密着ロケはできないが、選手の努力の上に成り立っているこ

とをこの番組らしく出せたらと思う。石川選手については超

速の技を成り立たせるために、試合よりも速いテンポでの練

習を 300 球以上行っていることをコンパクトに伝えたが、そ

ういうちょっとしたところで努力の日々が見えたらとトライ

している。 

  卓球が強いのは中国だが、日本は３月の世界選手権団体戦
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で銀メダルを獲得した。石川選手は中国の選手にまさかの逆

転負けを喫した。なぜ負けてしまったのかについて松岡さん

のコメントはもちろんだが、本人の自己分析も紹介した。今

後の放送に出てくる吉田選手も負けないアスリートだが、苦

しみながら勝っていて、完全無敵ではないところを本人のコ

メントと一緒に紹介している。３５分で１回となると、強い

だけでない、どんな壁を乗り越えるのかということも番組後

半に紹介している。ぜひご覧いただきたい。 

 

○  最近はスポーツ選手の不祥事などのニュースが多く残念だ。アスリートを取り上

げる番組というだけでもアスリートとしてはうれしいと思う。 

  番組をなぜ２回に分けているのかと思った。１回分だけで意見を言うのは難しい

と思った。 

  スポーツアスリートを取り上げる際に、競技の部分だけ見てくれればよいという

ようなところもあるが、一方で、人柄などプライベートまで掘り下げるとなると３

５分では短いと思う。どこかに焦点を当ててくれたほうが、アスリートのどの部分

を見ればよいのか明確になると思う。アスリートとしては競技の部分を知ってもら

い、結果が出ればそのストーリーをしっかり取り上げてほしいと思う。幅広い人に

見てもらうために、３５分でどの部分をどのぐらいの割合でどういう人を出すのか

は競技や種目によっても違ってくると思う。 

  アスリートが中心の番組は、バラエティーやドキュメンタリーなどたくさんあり、

知名度の高い芸能人などを起用して、競技を広く知ってもらうようなスタイルのも

のもあるが、もしもかなうのであれば、石川選手の後には車いす卓球の選手を取り

上げる、また両者のコラボレーションなど、そういった今までにないスタイルの番

組にも取り組んでほしい。種目によってはパラリンピック選手とオリンピック選手

は同じ競技者でも会わないことがほとんどだが、出会うことで学び取れるものがあ

ることも多い。車いすテニスの国枝慎吾さんと、錦織圭さんが対面し、対戦も行っ

たが、大変画期的なことで、子どもたちのテニス人口や見る層を大きく増やした。

そのような番組があれば、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックへの流れ

の中で初めて可能な、パラリンピアンとオリンピアンが隔てなく、いろいろな意味

でいろいろな人に向けたアナウンスができる、すばらしいきっかけにメディアがな

ることができる。深く詳しい、神妙に眉間にしわを寄せるような番組でなくてもよ

い。楽しい番組として、パラリンピアンとのコラボレーションを考えてくれれば、

今までにない新鮮な新しい番組になると思う。そういう内容も取り上げていってほ

しいし、これからも続けていってほしい。 
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○  私は相葉さんが嵐のメンバーであることをこの場に来るまで知らなかったが、世

の中にはそういう人もいる。初回だけでも相葉さんの自己紹介があってもよかった

と思う。 

  ドキュメンタリーとエンターテインメントをどうやって結びつけるかが課題だ

と思う。ドキュメンタリーにエンターテインメントをどう入れるかというところで

いろいろな試行錯誤があったと思うが、ドキュメンタリーの骨格がしっかりしてい

たと思う。最初にサーブから入り、打ち合いについても３つのタイプに分けられて

いて、あのように明確に分けて見たこともなかった。これまでの取材の蓄積が生か

された、ベースがあったような気がする。 

  石川さんは目が悪いとのことだが、なぜあんなに集中力があり、秒速で球を打て

るのか疑問に思った。コンタクトレンズをしているのだろうが、外れないように何

か工夫があるのか、相葉さんに聞いてほしかった。 

 

○  技術的な解説から人間性を示すようなエピソードなどが盛り込まれていて、内容

的に肩が凝らずに楽しめるよい番組だと思った。２回に分けたことが妥当かどうか

だが、３５分という時間が中途半端ではないかと思う。今回であれば、石川選手と

福原選手との関係やお互いの思いなども一緒に見たかった。松岡さんとのエピソー

ドの部分を大幅にカットすれば１回にまとめられたのではないかと思うが、今後も

３５分で１回分と考えると、ＭＣとゲストとのやりとりの妙、間などが窮屈となり、

失われるかもしれないという心配がある。番組制作はこれからも大変だと思うが、

よい方向を見い出してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  パラリンピアンについてはリオパラリンピックがあるので、

ふだん取材をしている記者、ディレクターとも話をし、丁寧

に準備を行い実現したいと思う。昨年度の「めざせ２０２０

年のオリンピアン／パラリンピアン」でも、私たちが想像し

ている以上に、アスリートとアスリートの化学反応にはすて

きなものがあると手応えをつかんでいる。この番組はこれか

らも発展させていきたいし、ある意味でいろいろなことが試

せる緩い器を作ったつもりなので、ぜひ実現したいと思う。 

  石川選手の視力については番組上「コンタクトレンズを入

れている」という本人のコメントを入れた。基本的には、かっ

ちりとした台本を作らずに、相葉さんには大切なところだけ

を伝えている。福原選手のところではスポーツの取材が長い

人でも結構気を使うセンシティブな部分だが、相葉さんらし
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く聞いてくださいと伝えている。相葉さんとは収録後に毎回

反省会を開いているが、「相当集中して臨んだけれども、もっ

と深掘りしたほうがよかった」という率直なことばももらっ

ている。そのことばを聞いて、収録の中で私たちがサポート

しなければいけないと反省した。その面についてはまだ伸び

しろがあると思うので、引き続き取り組んでいきたい。 

 

○  スポーツ番組はあまり見ないが、この番組は大選手に対して親近感を得る意味で

バランス感覚がよく、よく作られているのではないかと思った。番組を見た後、温

泉で思わず卓球をしてしまった。一方、アスリートが番組に出演することで、何か

影響があるようでは困るということだけが心配だった。その辺は気をつけて作られ

ているようだが、引き続きそういう形で進めていってほしい。 

 

○  全体を通しておもしろい番組だった。卓球に３つのパターンがあること、石川選

手のフォアハンドドライブの強さなど、いろいろなことを初めて知り、大変よかっ

た。２回に分けたのは３５分で全部入らなかったからということだが、今はいろい

ろなことが速いテンポで動く時代で、長い番組を制作するよりも３５分の中で、い

ろいろな要素を紹介したほうがよいのではないか。相葉さんと石川さんが過去に対

戦したというエピソードは、カットしても中身は十分に通じると思う。３５分で収

めるほうがよいのではないかと思う。一流の選手になるには毎日６時間、１０年間

続けないと強くなれないということだが、１０年間続ける苦しさ、思ったようにい

かないという悩みがあまり紹介されず、石川さんはスッと上手になってしまって楽

しんでいるように見えた。しかし本当にそうなのかというのが疑問だった。内面的

な悩みのような話もあれば取り上げてほしかった。 

  全体としてはよかったが、最初にいろいろ紹介しておいて、残りは次回見てくだ

さいというのは、あまり印象がよくなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ３５分の中でこれだけの要素を紹介するのは大丈夫なのか

という意見は厳しい叱咤(しった)として受け止めた。スゴ技

から意外なプライベートまで、取材の幅と取り上げる要素を

広くしすぎてしまったところは、もう少しポイントを絞りた

い。夜１０時２５分からのの見やすい時間という意味で、３

５分間での見やすさも追求していきたい。相葉さんを中心に

した親近感の持てる雰囲気だからこそ引き出される、スタジ

オでのアスリートの表情に私たちも魅力を感じている。その
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分ドキュメンタリー部分では特に力を入れて、アスリートの

努力や乗り越える力を描くことを、この番組の一つの核とし

て取り組まなければならないと改めて思った。 

  スポーツ界では不祥事などが続き、厳しい状況もあるが、

それはそれとしてニュースなどのほかの番組でしっかりと伝

えている。この番組では自己規制をかけずにアスリートの魅

力をしっかりと伝えられればと思う。発展途上の番組であり、

温かく見守っていただけたらと思う。ありがとうございまし

た。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  熊本地震では、ＮＨＫは質・量ともによい報道を行っており、民放にはとてもで

きないことだと思う。地震のような災害が起こるたびに、今回も含め、ＮＨＫとし

ての使命の再確認をしてもらい、体制を引き締めていってほしいと一視聴者として

思った。求められている役割の１つとして速報性がある。今回は余震も多く緊急地

震速報の回数が多かった。報じることは必要だが、報じたことによる心理的なトラ

ウマの問題がある。３．１１のときにも感じたが、緊急地震速報が鳴るたびにびっ

くりし、ビクビクし、身構える。身構えるからこそ意味があるのだと思うが、警告

としての意味の一方で、トラウマとして心理的に負担がかかる問題が出ている。今

回は回数が多いだけに、特にその問題がある気がする。緊急地震速報の仕組みにつ

いて、ある程度知ってもらう必要があると思う。トラウマ的なものがどうだったの

か、落ち着いた後にでも可能であれば検証してほしい。キュンキュンという音も工

夫されたものらしいが、音の由来や意味などもいつかまとめて世の中の人に分かっ

てもらうような報道をしてほしい。揺れをどう実感するかについて、ＮＨＫの各放

送局の内部カメラで撮影された、天井から吊り下げられたプレートが揺れ、働いて

いる人たちが驚いているというのは分かりやすい映像だ。外に設置されたカメラで

熊本城を映していたものは、天地が割れるぐらいに振れていた。そういったカメラ

は常日ごろから維持管理してほしい。継続性については、地震が起きたら何日も継

続して伝えるしかなく、少なくとも総合テレビは継続しており、大した努力だと思

う。その際に必ず同じ映像が繰り返されることがある。誰がいつ見ても一から十ま

で大体の全体像が分かる報道を行う必要があり、繰り返しはしかたがないことだが、

その際にアナウンサーがキーパーソンとなる。同じことを何度も繰り返し、分かり

やすく、落ち着いて、思いやりのある形で話してくれる。ＮＨＫにはそういったア

ナウンサーが何人か必ずいる。そういう人たちを常日ごろから養成しているのだと
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思うが、大きなポイントだと思う。しばらくすると現場リポートや空撮によるリ

ポートなどが始まるが、現場リポートは重要で、事実をして語らしめる力がある。

初めて見る事実をどう説明するかは難しいと思うが、ディテールをうまく説明し、

大局を分からせるような説明のしかたがある。若い記者にはなかなかできることで

はないが、特に災害報道の際には必要なスキルのため、訓練していってほしい。そ

の後は原因や今後の見通しの報道となるわけだが、誰が解説を行うかが重要だ。分

析できる専門家を常日ごろから用意し、話を聞ける専門記者を養成する必要がある

と思う。これから先も東南海・南海地震、首都直下地震など、いろいろなことが考

えられる。タフで知的に落ち着いて話せる人を育ててほしい。政府や行政の対応も

過不足なく伝えていた。それも重要な情報ではあるが、実際に動いているのはＮＧ

ＯやＮＰＯなど、民間の部分であり、中には行政とうまく連携できず動きにくいこ

ともあると聞いている。そういった情報も幅広く伝えていってほしい。 

 

○  ４月３日(日)のＮＨＫスペシャル 巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲⅡ 

日本に迫る脅威「地震列島 見えてきた新たなリスク」を見たが、参考になった。

３．１１後、地震学者は自信を失い、どうしたらよいのか分からなくなった中で自

分なりの方法を続けている研究者たちを紹介し、驚くような最新の研究について報

道していた。三陸海岸や沖での動きからマントルが動いているという推論が考えら

れ、そのマントルによって日本列島に必ずこれから何か起きるのではないかという

予感をもたらすような分析だった。隆起していることは事実であり、誰かが説明し

てくれなければいけないところをちゃんと説明していた。いずれも参考になる情報

で、熊本地震と重ね合わせることも可能だと思った。熊本地震の地震区域が広がっ

て、余震が多いことはなぜなのかということを考えるときに、地震学者たちの分析

といたずらに結びつけてはいけないと思うが、そういうことも可能だと思った。予

知のその後のことについての特集があり、今回地震があって予知は必要であると世

の中の人にそれなりに受け止められていると思う。これからの減災のための啓発、

東南海・南海地震が発生したときのシミュレーションを行う番組をＮＨＫに制作し

てほしい。発生した際にどういう報道態勢をとり、どのように番組を作って報道す

るのか、いろいろなプランニングがあると思う。脅しということではなく、常日ご

ろから国民全体がスタンバイしなければいけない時期になっていると思う。そうい

う意味でＮＨＫの仕事は大きい。 

 

○  熊本地震のＮＨＫの報道に感心し、これこそがＮＨＫの役割ではないかと再認識

した。ＮＨＫの科学・文化部などにプロ級の知識を持った人材がいて、その能力を

最大限発揮し、報道と一緒になって番組を作っていることに敬意を表したい。熊本

地震には分からない部分が多いと思う。われわれはたかだか２千年程度の歴史しか
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なく、縄文時代には姶良大噴火で九州が全滅したと言われている。そのような破局

的噴火につながる情報が今のところないため、まだ安心してというと語弊はあるが、

見ていられるところもある。何が起こるか分からないところは科学の限界で、原子

力も同じことが言える。科学者が何でも分かっているわけではないことを正直に言

わざるをえない状況だ。ＮＨＫスペシャル 巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥ

Ｒ Ⅱ 日本に迫る脅威「地震列島 見えてきた新たなリスク」でも触れていたが、

仮説でしかなく、そういうことも視聴者に分かるように伝えていってほしい。 

 

○  熊本地震の報道について、固唾（かたず）をのんで見守っていた。地震報道に関

しては、罹(り)災者自身が情報を求めている観点と、周囲や国民全体が情報、実情

を知りたいという２方向あると思う。その２方向が、ＮＨＫの報道では混然一体化

されていると思う。ＮＨＫもコンビニエンスストアの営業情報を整理するなどして

いたが、罹災者のための情報と罹災者以外の方々の情報の中で埋もれていたと思う。

罹災者に向けた情報だけを整理した、スマートフォン向けのあるアプリの情報

チャンネルでは、１日で数十万の閲覧があり、罹災者に寄り添った視点の情報供給

というアプローチが必要だと強く感じた。電力、自宅が損壊している状況で、主要

な情報インフラがテレビ、ラジオだけではなくなっている。もしくはそれらが劣後

する状態になっており、スマートフォンが情報伝達のツールになっている。そうい

うものを通じた情報アクセスの手段を急きょ用意できる態勢がＮＨＫになくては

いけないのではないかと思う。ＮＨＫには「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」という情報サイト

があるが、スマートフォンで見る、罹災者の方々に寄り添った情報集約という視点

は薄く、有用な情報がさまざまに盛り込まれ、焦点がない。そういうところは連携

し、罹災者には罹災者のための情報の届け方を手短に、素早くできる態勢を組んで

もらえると今後の災害報道にとって有用な展開になるのではないかと思う。 

 

○  熊本地震に関し、ＮＨＫは質、量ともに優れた放送を行っていたと思う。ＮＨＫ

スペシャル 巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲⅡ 日本に迫る脅威「地震列

島 見えてきた新たなリスク」は事前に放送されておりよかったと思う。またＮＨ

Ｋスペシャル 緊急報告 熊本地震「活断層の脅威」もよかった。今後、耐震基準

の改正前後で今回の災害にどれだけの差が出たのかも報道してもらえると将来の

地震対策の意味でも役に立つのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  災害報道については２つの大きな基本方針、原則がある。

１つは減災、防災につながり、被害が広がらないようにする

情報をきちんと伝え、被災者の支援につながる情報を伝える
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ことだ。もう１つは安全を最優先して取材を行うことだ。今

回の熊本地震は専門家でも分からず、今後の見通しが分かり

にくい地震となっている。震源が南に少しずつずれていると

いう警戒すべき状況もあり、報道を継続的につなげたいと思

う。委員のご意見のとおり、被災地で必要な情報はスマート

フォンで多くの人が得ている状況になっている。また、テレ

ビと同時にスマートフォンでも映像を見られる同時提供を実

施し、500 万を超えるアクセスがあり、スマートフォンでＮ

ＨＫの緊急報道を見ていただいている。被災者に必要なライ

フラインについては地元局がＥテレで細かい情報を出してい

る。スマートフォンでもそういう情報をきちんと伝えるよう

になりつつある。災害報道におけるスマートフォン、インター

ネットの役割が大きくなっており、われわれも全力を挙げ、

充実させていく。 

 

○  ３月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態！？２～母と“イク

メン”の最新科学～」は、大変よい番組だった。私自身、仕事をしながら子育てを

してきたが、子どもが当時ちょうど２歳の時にいやいや期が激しくなったことがあ

り、大変悩んだ時期があった。自分が働いているから、子どもがこうなってしまっ

たのではないかと自分を責めるようになり、それでも仕事は休むこともできないし、

誰にも相談できなかった。ある先生のひとことで立ち直ることができたが、当時は

たくさんの本を読んだりしながら、自分なりに答えをみつけていた。今回の番組か

らは、脳科学だからこその安心感、なるほどという淡々とした安心を感じた。悩ん

でいた時期にこんな番組に出会っていればと、当時のことを思い出しながら少し涙

ぐんでしまった。今思えば子育ては学びの連続だと思うが、当時私がそうだったよ

うに、いやいや期で夜泣きがひどいお子さんのママたちの日常は、体がソファに吸

い込まれるくらい疲れている方がほとんどかと思う。大変よい番組だったと思うの

で、ＤＶＤ化か、書籍化を考えてもらい、妊娠中にでも夫婦で見られる機会が増え

ることを期待している。 

 

○  ４月１６日(土)のＮＨＫスペシャル 緊急報告 熊本地震「活断層の脅威」(総

合 後 9:00～9:50)と、３月２６日(土)のＮＨＫスペシャル「欧州緊迫 ベルギー

連続テロ事件」(総合 後 7:30～8:14)について。テーマは全く違うが、どちらも緊

急報告のスタイルを取っており、同じような印象を持った。従来の「ＮＨＫスペシャ

ル」は相当深く時間とエネルギーをかけているが、今回の２つの番組は取材してす

ぐに作るというスタイルで、臨場感もあり、現場からのルポもどんどん入ってきて
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緊迫感は伝わった。一方で、従来の「ＮＨＫスペシャル」のような焦点をかなり明

確にし、深く掘り下げるところはやや弱かった。「緊急報告 熊本地震 活断層の

脅威」では、京都大学のＧＰＳによる地震研究が今回の予測にもつながっていると

いう部分、「欧州緊迫 ベルギー連続テロ事件」では、治安の専門家による社会統

合や分断の問題、ブリュッセルの３分の１が外国人であること、なぜ統合がうまく

いかないのかというところに焦点を合わせてもらえると、もっと興味深くなったの

かと思う。緊急報告で、時間の制約や現場で起きていることの感じを出したいとい

うこともあると思う。無理な注文かもしれないが、ルポの部分はほかのニュースな

どでも多く伝えられているので、できれば焦点を合わせたスタイルのほうがよりよ

いのではないかと感じた。 

 

○  ３月２２日(火)の「放送記念日特集」について。第一部「激動の時代を越えて～

戦前から戦後へ 放送の歩み～」(総合 後 10:00～10:45)は、９１年前のラジオ放

送の開始から第二次世界大戦に際しての戦意高揚に利用されたラジオ放送の歴史

を描いていて、ラジオが戦争に利用された経緯が分かりやすく説明されていた。当

時実際にラジオ放送に関わっていた８０代、９０代の元職員の方が出演し、戦時下

に政府のコントロールがあったこと、政府の都合の悪いニュースを自主規制したこ

となど、戦争をどう伝えたのかを語っていた。職員たちの当時の考え方、感じたこ

とを率直に紹介していてよかったと思う。戦争に加担した放送機関の責任を明らか

にし、放送に必要なことは何か、何をすべきではないかなどを提起していた。最後

に元アナウンサーの女性のコメントで、大したことではないと思っていることが積

み重なると違う方向に行くということは、今に置き換えて考えることができ参考に

なった。番組最後のナレーションの「歴史の中で築かれた理念をどう実現していく

のか問われています」ということばも印象的だった。第一部は大変よくまとまって

いると思った。第二部「放送と通信の垣根を越えて」(総合 後 10:45～11:15)では、

スマートフォンを使い、カメラマン、記者、インタビュー、編集まで一人で行うと

いう最近のメディアのあり方を紹介しており、インターネットのすごさを改めて

知った。しかし、ＮＨＫとして通信と放送の連携、その課題を指摘し、これからど

うしていくのかという紹介がなかった。放送記念日特集番組として、ＮＨＫの現在、

未来の考え方をきちんと伝えてくれたらよかったのではないかと思った。 

 

○  ４月１日(金)のドキュメント７２時間「日韓７２時間 くらべちゃいましたＳ

Ｐ」(総合 後 10:00～11:13)をおもしろく見た。「ドキュメント７２時間」と、そ

れを参考にして韓国で制作されている「ドキュメンタリー３日間」という番組を比

べていたが、日本のほうが素朴で、シンプルでよいと思った。韓国は独身女性アパー

トを取り上げた際に１６．３％の視聴率があったそうだ。「ドキュメント７２時間」
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の視聴率はおそらく１桁だと思うが、今のシンプルさをつなげ、もう少し工夫し、

皆さんに知ってもらうようにしてほしい。新大久保で韓国の方々に聞いたら「ド

キュメンタリー３日間」をみんなが知っていた。日本で「ドキュメント７２時間」

をどれぐらいの人が知っているだろうか。広報のしかた、番組をみんなに知っても

らう工夫が必要ではないかと思った。 

 

○  ４月４日(月)の「ニュースウオッチ９」で離婚や死別で脳卒中のリスクが２６％

高まると紹介されていたが、インタビューに応えていたタレントは脳梗塞を発症し

たとのことだった。脳梗塞と脳卒中は違うと思う。なぜ脳梗塞を発症したタレント

を選んだのかと思った。 

 

○  ４月１０日(日）のＮＨＫアーカイブス「女の生き方～男女雇用機会均等法３０

年～」を見た。改めて男女平等の実態を考えさせる大変よい番組だった。男女平等

参画は基本法が制定され、関連する法改正等が進んでいる。一方で、昨年の世界経

済フォーラムのジェンダーギャップ指数、男女間格差が日本は 145 か国中 101 位、

経済分野では管理職比率、賃金格差もあって 106 位という実態がある。働きながら

育児、介護に苦闘する女性の姿を見ると、忸怩(じくじ)たる思いがある。今回の番

組は男女平等参画をどう進めるのか、現状分析に関する予告編であり、次のステッ

プに期待したい。労働関係で大きなポイントが非正規労働者の処遇改善を目指す観

点での同一労働同一賃金の問題で、大きな政治課題にもなってきた。安倍総理が積

極的に取り組んでおり、「ニッポン一億総活躍プラン」等の中でガイドライン、法

改正を含めた検討がこれから進むと期待している。非正規労働者が雇用労働者の４

割を占め、かつ自らの所得で生計を支えなければいけない人の比率がどんどん上

がっている。雇用形態にかかわらない同一労働同一賃金はしっかりと進めるべきだ

が、実効ある政策とするためには日本の賃金制度、労働市場などの状況を踏まえた

うえで進めることが大きなポイントだ。複雑で専門的な話にはなるが、ＮＨＫには

論点を事実に基づく形で整理し、健全な論議が進むような提示をお願いしたい。ま

た、専門家、有識者の見識を活用し、事実に基づく、分かりやすい報道に努めてほ

しい。ＮＨＫは働くこと、労働を巡る問題についてこれまでも時代ごとの問題に対

し、背景、本質にかなり深く迫り、場合によっては改善方向も提示するなど、積極

的に番組制作にあたってきたと評価している。働く人が直面する問題はかなり深刻

だ。 

 

○  ４月１３日(水)のクローズアップ現代＋「“新リストラ時代”到来！？ 業績好

調なのになぜ」では、大手製紙会社での管理職への退職強要の問題を取り上げてい

た。人材会社がリストラマニュアルを出し、政府の労働移動支援助成金の支給問題
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がかなりクローズアップされ、新聞各紙でも報道されたが、映像の強さを感じた。

退職に追い込まれた人の肉声、録音テープによる対象者と人事部とのやりとり、リ

ストラ対象者リストの映像化もあり、相当深く入って取材しており、しっかりした

番組だと評価する。労働問題では誰のコメントをもらうかがポイントだと思うが、

ＩＴ企業役員でもある厚切りジェイソンさんがゲスト出演していた。厚切りジェイ

ソンさんはアメリカ人で、アメリカは契約自由の原則の下に解雇も自由で、労働者

保護もほとんどない。人種間、男女間の差別問題には極めて厳しいが、ある面で自

由にできる国であり、転職市場もしっかりあり、日本とは労働環境が相当違う。中

央大学教授の宮本太郎さんもゲストで、話がかみ合うはずがないと思っていたが、

案の定あまりかみ合っていなかった。有識者も含めどのような形で番組の問題提起

を行うべきなのか、今後の検討をお願いしたい。強力な取材力とこれまでの知見が

ＮＨＫには相当ストックされているとつくづく思う。情報の蓄積をベースに、働く

ことに対し、これからデジタルエコノミーの中での新しい働き方も含め、引き続き

精力的な番組制作を期待したい。 

 

○  「クローズアップ現代＋」はよい番組もあるが、画面の後ろで絵を描いていたり

する動きが、議論に集中したいところでやや目障りだった。多くの人の意見を聞い

てもらい、もう少し議論に集中する演出を考えてほしい。 

 

○  次回、ＮＨＫ側の番組審議会出席者の交代があるとのことだが、これまで番組の

質を高めるために努力していただいた。「クローズアップ現代」等で一時、ＮＨＫ

の報道についての信頼感が薄れたこともあったが、最近は回復してきている。これ

までの努力に感謝を申し上げたい。 

 

ＮＨＫ編成局 

番組審議会事務局 
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