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平成 27（2015）年度 
第４四半期業務報告 
 

平成 28年４月 26日 

本書は、放送法第３９条第３項（会長は３箇月に１回以上、自己の職務の執行の

状況を経営委員会に報告しなければならない）に基づき「平成２７年度収支予算

と事業計画」の進捗状況を報告するもので、金融商品取引法によって上場企業等

に義務付けられている四半期財務報告とは異なります。 

平成２７年度業務報告書および財務諸表は、放送法に基づき、２８年６月末に総

務大臣に提出する予定で、現在とりまとめ作業を進めているところです。このた

め、この報告書には財務諸表を掲載していません。 

 



メディア環境が激変する中、世界から日本への注目が集まる 2020年を見据えて、
「第一ステップ」として、「挑戦」と「改革」を進める 3か年計画
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【27 年度の主な取り組み】 

重点方針１．判断のよりどころとなる正確な報道、豊かで多彩なコンテンツを充実 
・東日本大震災から５年、ドキュメンタリー、ドラマ、音楽などさまざまなジャンルや手法で

被災地のいまや課題と向き合い、防災・減災の取り組みを進める番組を編成した。 

・自然災害など、国民生活などに影響を及ぼす情報を伝える緊急ニュースを、インターネット

で同時提供し、テレビをご覧になれない方にも情報提供を行った（８回）。 

・放送開始 90 年企画「新・映像の世紀」、ＮＨＫスペシャル「生命大躍進」、４Ｋ実写ドラマ

「精霊の守り人」は、最新の映像技術を生かしたＮＨＫならではの番組として、高い評価を

得た。 

・新たに導入した「地域指標」調査で、各地域の放送・サービスの期待度と実現度を測り、番

組・サービスの強化・充実や番組改定などに活用した。 

 

 

 

３か年経営計画の初年度として、５つの重点方針の達成に向けてさまざまな施策を推進した。 
東日本大震災から５年、ニュースや特集番組で、被災地の現状、防災や原発問題などの課題を

集中的に編成して伝えた。大規模洪水など自然災害が相次いだが、全国ネットワークや新技術を
生かし、放送やインターネットを通じて正確・迅速な情報提供を行い、全局体制で防災・減災報
道の強化に取り組んだ。安全保障関連法や海外のテロ事件など、関心の高い出来事について、最
新の動きや論点をニュースや番組で多角的に伝えた。８月には戦後 70年関連の大型番組を集中
編成した。連続テレビ小説「あさが来た」が高視聴率となるなど、視聴者の幅広い期待に応えた。
「地域指標」を新たに導入し、地域放送・サービスの改善に活用した。28年度は、幅広い世代
の接触の向上をめざし、総合テレビの大幅な番組改定などに取り組む。 
ＮＨＫワールドＴＶでは、大型ニュース番組や討論番組、紀行番組など 20の新番組をスター

ト、地域放送局制作の番組を英語化して、各地の魅力を積極的に世界に発信する取り組みを強化
した。重点地域と位置づけた北米とアジアで戦略調査を実施し手応えを測りながら、番組や編成
の改善やプロモーションに取り組み、日本に対する理解の促進につなげた。 
インターネットを活用した発信の強化については、実施基準にのっとり、初めて、総合テレビ

の番組の同時配信（試験的提供Ｂ※）の実験（10～11月）と、スポーツの生放送番組の同時配
信（試験的提供Ａ※）の実験（３回）を行い、利用者ニーズ、配信システムや著作権等の課題を
検証した。28年度も実験を継続し、公共メディアへの進化を見据えて、インターネットサービ
スの改善・向上につなげる。 
受信料収入は 6,625億円、前年度比 131億円の増収となった。29年度末に支払率 80％をめざ

し、引き続き、営業改革を進めながら、大都市圏対策の強化等、公平負担の徹底に全局体制で取
り組む。 
ＮＨＫアイテックの不祥事の発覚を受け、速やかに再発防止に取り組むとともに、構造的な原

因究明を踏まえて、コンプライアンスの徹底、子会社の規律ある経営の確立やＮＨＫの指導監督
機能の強化等を盛り込んだ「ＮＨＫグループ経営改革」の具体策をとりまとめ、順次着手した。
視聴者のみなさまの信頼を取り戻すため、不退転の決意で取り組む。 
「クローズアップ現代」（平成 26年放送）報道について、ＢＰＯ（放送倫理・番組向上機構）

から「重大な放送倫理違反があった」などの指摘を受けたことを踏まえ、視聴者の期待に反する
放送を繰り返さないという強い決意のもと、放送現場でのチェックの強化や勉強会の実施等、再
発防止の取り組みのさらなる徹底を図った。28年度も継続して取り組みを進める。 
「５つの重点方針」の達成状況を測る世論調査（７月・１月実施）では、視聴者からの期待度

と実現度の評価に大きな変動はなかった。各部局・放送局で、27年度の目標や計画の進捗を検
証し、28年度に向けて、４Ｋコンテンツ制作の強化、ＮＨＫグループ経営改革の断行、情報セ
キュリティの強化など、経営計画策定以降の課題にも適切に対応して、取り組みを強化する。 

27年度の総括 

１ 27年度の概況 

※試験的提供Ａ…実施基準にのっとり、権利処理上の課題や配信システムへの負荷などを検証するため、インターネットでスポーツイベントの生放送番組を
一般に対して試験的に提供すること。 

※試験的提供Ｂ…実施基準にのっとり、受信契約者から募集する参加者を対象に、権利処理上の課題や配信システムへの負荷などを検証するため、インター
ネットでテレビ放送番組を１日 16 時間以内で期間を限定して試験的に提供すること。 
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重点方針２．日本を世界に、積極的に発信 
・今年度から新たに実施した「国際戦略調査」によれば、北米やアジア等の主要都市でＮＨＫ

ワールドＴＶに接触のある人の日本に対する理解度は高水準を維持し、堅調に推移している。 

・インターネットを通じた国際発信を強化するため、新たにウェブサイトでビデオ・オン・

デマンドサービスを開始した。４Ｋ映像による大型番組の国際共同制作や、現地放送局の

放送枠でのドラマや情報番組の放送など、さまざまな形で国際展開を推進した。 

重点方針３．新たな可能性を開く放送・サービスを創造 
・インターネットでの「試験的提供Ｂ」の同時配信実験は、受信契約世帯の方約１万人を対象

に４週間、総合テレビの番組を１日 16時間以内で実施し、ニーズや著作権等の課題を検証

し、２月に結果を公表。権利等の都合で配信できない映像のおことわり画面への差し替えを

実施する体制の確保も課題。スポーツ生中継番組を広く一般の方に提供した「試験的提供Ａ」

の実験ではニーズや配信システムの負荷等について検証し、３月に結果を公表した。 

・スーパーハイビジョンの試験放送は平成 28 年８月開始の予定が決まった。番組制作や送出

設備の整備、ワークフローの検討、放送衛星による伝送実験などを実施した。 

重点方針４．受信料の公平負担の徹底に向け、最大限努力 
・契約総数増加については、年間増加目標 51万件に対して 52万件、衛星契約増加は、年間増

加目標の 60万件を 18万件上回る 78万件を確保した。 

 [受信契約の状況] 

重点方針５．創造と効率を追求する、最適な組織に改革 
・ＮＨＫアイテックの不祥事を受けて、まず出金管理の徹底など再発防止の緊急対策を実施し

た。そして、構造的な原因究明を踏まえ、コンプライアンスの徹底や規律ある経営の確立等、

アイテックの抜本改革およびＮＨＫグループ経営改革の具体策を策定し、できることから順

次着手した。 

・新放送センターの現在地での建て替え決定を受け、建設基本計画の策定に向けて、放送機

能や視聴者対応機能などの課題ごとに設けたワーキンググループで検討を深めた。 

 

【収支概況】 

〔受信料収入(速報)〕                               （単位 億円） 

区 分 予算 
第４四半期 

（１～３月） 
年度計 進捗率 

27 年度 6,608 1,655 6,625 100.3％ 

26 年度 6,428 1,618 6,493 101.0％ 
 

契約増加件数 
26年度  27年度  

現在数 
年間増加目標 累計実績 進捗率 年間増加目標 累計実績 進捗率 

契約総数 49 52.6 107.5％ 51 52.3 102.5％ 3,978 

 衛星契約※ 68 83.4 122.7％ 60 78.0 130.0％ 1,949 

 ※ 衛星契約とは衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約 

未収削減 △13 △15.0 114.7％ △13 △13.1 101.3％  110 

（単位  万件） 
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「５つの重点方針」の達成状況を測る世論調査について 

 ＮＨＫ経営計画（2015-2017 年度）では、視聴者のみなさまのＮＨＫに対する期待を

的確に把握し、ＮＨＫ全体で応えていくことをめざしています。 

 このため、2012 年度からの経営計画で導入した 14 項目の経営指標を、現経営計画の

重点方針をふまえて改善し、半期ごと（７月・１月）に世論調査を実施します。14 の 

指標それぞれについて、ＮＨＫに対する期待度と実現度を尋ね、計画の進捗状況を検証

します。みなさまからのＮＨＫへの期待度に、実現度をできるだけ近づける（期待度と

実現度の差を縮める）ことを目標に、事業運営や業務改革を進めていきます。 

信頼をより確かに、未来へつなぐ創造の力 
ＮＨＫビジョン

2015→2020 

ＮＨＫ経営計画 
2015-2017年度 
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１月に実施した世論調査の結果 

※ 層化２段無作為抽出法で抽出し訪問留置法で実施。有効回答数は 1,851件（有効回答率 51.4%）。 

指標 
期待度 
(％) 

実現度 
(％) 

差 
 (１月) 

差 
 (７月） 

①公平・公正 77.7 74.6 3.2 (2.0) 

②正確・迅速な情報提供 83.0 72.4 10.5 (12.4) 

③多角的論点の提示 79.8 75.8 4.1 (2.2) 

④記録・伝承 76.7 67.6 9.1 (8.2) 

⑤文化の創造・発展 75.1 64.2 11.0 (11.3) 

⑥多様性をふまえた編成 70.7 54.5 16.3 (17.9) 

⑦新規性・創造性 64.6 42.9 21.7 (22.5) 

⑧世界への情報発信 74.8 55.0 19.8 (20.8) 

⑨地域社会への貢献 75.2 56.1 19.1 (18.4) 

⑩人にやさしい放送 76.3 53.5 22.8 (21.5) 

⑪インターネットの活用 50.7 40.5 10.2 (10.3) 

⑫放送技術の発展 66.6 54.2 12.3 (12.3) 

⑬受信料制度の理解促進 54.8 33.1 21.7 (22.0) 

⑭受信料の公平負担 59.3 31.0 28.3 (27.1) 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

期待度 実現度

○は過去調査と比較し期待・実現差が統計的に縮まったもの

○は過去調査と比較し期待・実現差が統計的に広がったもの

今回は、○、○該当なし。

（ ）は前回調査における期待度と実現度の差 

▽全国の 16 歳以上の男女個人 3,600人を対象に、１月８日～31日に世論調査を実施※。 

▽各指標の設問に対し、「期待している」と「どちらかというと期待している」と回答した人の割合を「期

待度」、「実現している」と「どちらかというと実現している」と回答した人の割合を「実現度」とする。 

・14 の経営指標において、過去調査と比較し期待度と実現度の差が統計的に変動している

指標は無かった。 

・「①公平・公正」と「③多角的論点の提示」において、統計的な差はないものの、期待度

が上昇したため、悪化傾向が見られる。 

⇒課題となっている若年層のリーチを伸ばすこと等により、改善をめざしていく

〔重点方針１の項を参照〕

・「②正確・迅速な情報提供」については、統計的な差はないものの、改善傾向が見られる。 

⇒各波の質的評価のさらなる改善をめざしていく

〔重点方針１の項・（参考）指標による評価を参照〕

主要指標の変動と今後に向けて 
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 「５つの重点方針」 27年度の達成状況 
 

 
 

■東日本大震災から５年、ニュースや特集番組を集中編成し、被災地の現状と課題をさま

ざまな視点から詳細に伝えた。 

■大規模災害が起きた場合にも放送を継続するための運用体制の整備や緊急訓練を、全国

で実施した。 

■戦後 70 年の節目に、さまざまな手法や演出を生かし、幅広い世代に平和について考える

番組を届けた。 

■2020 年東京オリンピック･パラリンピックを視野に入れたスポーツ番組の開発に取り 

組んだ。 

■幅広い世代の接触の向上をめざし、開発番組の試作や、定時番組の改善に取り組み、  

28年度の改定に反映させた。 

▽テレビ４波の視聴率は全体に好調だが、40代以下を中心に週間リーチの低下傾向が続く。

28年度の番組改定で幅広い世代の接触向上に取り組む。 

 
 
 
 

①「命と暮らしを守る」報道に全力を挙げ、東日本大震災からの復興を積極的に支援 

首都直下地震や南海トラフ巨大地

震などに備え、いかなる時にも放

送・サービスを継続するため、本部

や、代替機能を担う大阪局など、放

送局の機能や運用・実施体制を強

化 

・首都直下地震等で渋谷の放送センターが機能停止した場合、大阪局から全国放送や

国際放送を行う代替機能の運用体制を強化。防災の日（9/1）に大規模な訓練を行っ

たほか、日頃から設備を活用して習熟するため、大阪局から「NEWS WEB」を 12回放

送、英語による国際放送・ＮＨＫワールドＴＶ「NEWSROOM TOKYO」を１回放送した。

大阪局に新設した同時通訳ブースを用いた訓練も実施した。 

・南海トラフ巨大地震を想定した訓練を四国４局で２回実施（８月・１月）。津波被害

に備え整備した高台の取材・制作拠点（サブステーション）から衛星中継を行い、

確認された課題の解決に取り組んでいる。 

・ＩＰとロボットカメラの活用をテーマにした非常災害対策総合訓練を全国８つのブ

ロックごとに実施した。 

・大阪局・名古屋局・松山局で、災害時の停電に備えた自家発電用燃料タンクの増量

整備が完了。54放送局中 35局の整備が完了した。 

スーパーハイビジョンやインターネッ

トなど、新しい技術を活用し、正確・

迅速で、多角的な防災・減災報道

を強化 

・国民生活や社会全体に大きな影響を及ぼす情報を伝える緊急ニュースを、実施基準

にのっとり放送と同時にインターネットで提供し、テレビを見られない状況の人に

も情報を届けた。関東・東北豪雨関連ニュース（9/10･11）や、阿蘇山噴火警戒レベ

ル３（9/14）、北朝鮮ミサイル発射関連ニュース（2/7）など８回実施。 

・ＩＰ中継機材の全国配備を進めた。全国 700 式のロボットカメラを、火山活動の監

視等により効果的に使用できるようシステムや運用体制を充実させた。 

・Ｌアラート（災害情報共有システム）を運用する放送局が 11 局増えて 33 局に。６

月にはそのうち 26局が参加する合同訓練を行った。 

・緊急報道でより多くの情報を提供するため、ニュース速報の文字数を１行 18文字に

増やした。全国放送で「特別警報」の速報スーパーを自動的に作成するシステムが

完成。より速やかに放送できるようになった。 

・ヘリコプターから８Ｋで各地域の映像を撮影。災害発生時の被害把握や防災･減災な

どに活用するプロジェクトで東海地方、西日本の太平洋沿岸を中心に記録した。 

東日本大震災の課題やエネルギー

問題に向き合う番組、防災・減災に

・東日本大震災から５年を特別編成で伝えた。３月 11～13日に宮城県名取市閖上をキ

ーステーションにテレソン「特集 明日へ つなげよう」を実施。「あさイチ」、「震

災から５年 明日へコンサート」など多数の番組を連動させ、いまを伝えた。「ニュ

達成状況 一覧 

２ 

重点方針１．判断のよりどころとなる正確な報道、豊かで多彩なコンテンツを充実 
 

 主な取り組みと評価 
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役立つ番組、さまざまな大規模災

害からの復興を支援する番組や応

援キャンペーンなどに取り組み、積

極的に発信 

ースウオッチ９」「おはよう日本」などのニュースもキャスターが現地から報告する

などの特集を組んだ。 

・ＮＨＫスペシャルは、震災から５年の３月に「私を襲った津波～その時 何が起きた

のか～」（3/11）など７本を放送した。 

・９月の防災の日の前後には、宮城県女川町をキーステーションにテレソン「特集 明

日へ―支えあおう―」（9/6）を実施するなど、防災･減災や東日本大震災の課題と向

き合う番組の集中放送やイベントを実施した。 

・ＮＨＫスペシャルは、福島第一原発の廃炉まで記録を続ける「廃炉への道」（１本）、

最新の知見と映像技術で災害のメカニズムを伝える「巨大災害 メガディザスター

Ⅱ」（３本）、被災地の現在と復興の課題を伝える「シリーズ東日本大震災」（６本）、

の３シリーズを放送。 

・「おはよう日本」、「ニュース７」、「ニュースウオッチ９」などでは、毎月 11 日を中

心に、震災の検証や復興に関する企画を放送した。仙台局・盛岡局・福島局では、

被災地の課題や復興に向かう人々の姿を１年を通して伝えた。 

・番組の公開収録やイベントを通じて被災地の人々を応援する「公開復興サポート」

を５月に岩手県宮古市、11月に宮城県多賀城市で実施。このほかにもさまざまな番

組で被災地からの生放送や公開収録を行った。１月には「ＮＨＫ杯フィギュア スペ

シャルエキシビション」を盛岡市で開催した。 

・東日本大震災アーカイブスで公開する証言の本数は 628 本、復興関連のニュース動

画は 840 本となった。震災５年企画として地震発生当日のニュースを時系列で見る

ことが出来るサイト「地震発生から 72 時間」を立ち上げ、３月 11 日だけで７万を

超える訪問者があった。 

・震災５年の番組認知についての調査を実施。ＮＨＫが震災関連番組を放送すること

に意義があると答えた人は８割以上、番組の認知は６割だった。 

②日本や世界の課題に向き合い、新たな手法を活用して真相に迫る報道を充実 

公平・公正で、正確・迅速な報道を

堅持し、広範な取材ネットワークを

生かして、時代を読み解く、わかり

やすく丁寧なニュース・番組を積極

的に発信 

・４月の統一地方選や５月の大阪市の住民投票などで公平・公正で正確・迅速な報道

を実施した。 

・安全保障関連法について、国会中継や日々のニュース、クローズアップ現代などの

報道番組などで多角的に伝えた。ＮＨＫスペシャルでは「与野党代表に問う 自衛隊

の活動拡大と憲法」(7/4)や、「緊急生討論 10 党に問う どうする安保法案採決」

(9/13)、「自衛隊はどう変わるのか」（12/19）を放送。ＴＰＰ大筋合意についても、

直後に緊急のＮＨＫスペシャルを放送（10/16）。担当大臣や識者による分析や討論

で多角的に伝えた。 

・平成 26年放送の「クローズアップ現代」で、事実でない報道、過剰な演出が行われ

た問題を受け、匿名報道のルールの明確化など、再発防止策に全局をあげて取り組

んだ。 

少子高齢化、社会保障、いじめ、多

様な働き方、紛争、安全保障など、

日本や世界の政治、経済、社会、

文化などの課題に迫る骨太な番組

を強化  

・相次ぐテロや不安定な国際情勢をさまざまな番組で検証した。ＮＨＫスペシャル「欧

州緊迫 ベルギー連続テロ事件」(3/26)でブリュッセルの事件の背景を分析し、４

日後に伝えた。「シリーズ激動の世界」は、難民問題(1/9)や欧米とロシアの攻防

（1/10）、アメリカの対 IS戦略（1/16)を深い取材に基づき伝えた。 

・身近で深刻な課題を掘り下げるＮＨＫスペシャル「老人漂流社会」は「親子共倒れ

を防げ」(8/30)、「老衰死 穏やかな最期を迎えるには」(9/20)を放送し、大きな反

響があった 

・「認知症キャンペーン」は、特集番組第３弾 (7/15)で介護者の悩みを解決に導く方

法を紹介。第４弾 (9/8)では、認知症進行予防のヒントを伝えた。連動するＮＨＫ

スペシャル「認知症革命」（11/14･15）は早期発見と予防に役立つ最新の知見を伝え、

他のメディアで取り上げられるなど反響を呼んだ。 

・ＮＨＫスペシャル「ママたちが非常事態!?」(1/31)では、育児に関する母親の悩み

を最新科学の知見で読み解き、30・40代女性によく見られた。反響に応え、男性と

育児の関係を明らかにする第２弾(3/27)を放送した。 

・「クローズアップ現代」は町内会の危機や在宅介護、雇用崩壊など身近な暮らしや社

会の課題から、ギリシャ危機やＣＯＰ21での温暖化対策など地球規模の課題まで幅

広く取り上げて人々の関心に応え、視聴率が向上した。（第４四半期平均世帯視聴率

9.9％ ビデオリサーチ・関東地区 世帯視聴率 以下同様） 

・特集「いじめをノックアウトスペシャル」第６弾（10/10）で「100万人の行動宣言」

が目標を達成。「僕にできること君にしかできないこと」（3/19）では、いじめを防

ぐＬＩＮＥスタンプの開発などに取り組んだ。「プロフェッショナル 仕事の流儀」

（8/31）は、いじめ・ひきこもりに対応するＮＰＯに密着。問合せが 200 件を超え

るなど反響を呼んだ。 
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ビッグデータの多角的分析を活用

するデータジャーナリズムなど、新

手法の調査報道を強化 

・「データなび 世界の明日を読む」は、膨大なデータを分析・可視化し、新たな視点

を提示する手法で報道・情報番組の新たな可能性を示した。高校野球のデータや日

本人に多い名字、珍しい名字など広くテーマを設定し、50代以下の視聴を伸ばした。 

・ＮＨＫスペシャルではビッグデータの分析を調査報道に生かし「震度７ 何が生死を

分けたのか」(1/17)や「“26兆円”復興はどこまで進んだか」（3/12）を放送した。 

・ＮＨＫスペシャル「私たちのこれから・介護危機」（12/12）で双方向システムとパ

ソコンやスマートフォンによる生投票を実施、視聴者にも参加してもらって問題を

共に考えた。（参加者約 22,000人） 

・「クローズアップ現代」では、データを可視化するＮＨＫ独自のシステム「ＮＭＡＰ

Ｓ」を活用して外国人観光客の実態を分かりやすく描いた。 

インターネットを活用した情報の収

集や発信により、報道を強化 

・ＳＮＳなどインターネット上の事故や災害の情報をいち早くつかんで報道に生かす

「ソーシャル・リスニングチーム」（ＳｏＬＴ）を新設し、ニュース番組などで積極

的に活用した。 

・全国でＩＰ機材を報道に生かした。関東・東北豪雨では３日間で 116 回のＩＰ中継

を行い、「ニュース７」などで放送するなど、緊急・災害報道に大きな威力を発揮し

た。 

・視聴者映像投稿システム「ＮＨＫスクープＢＯＸ」の認知度を上げる取り組みを６

月から強化し、投稿数は昨年の４倍程度に増えた。 

・気象などのデータを映像化する「ＮＭＡＰＳ」を活用して、台風上陸や鬼怒川堤防

決壊など、刻々と変わる状況を伝えたほか、最新の「ＶＲ（バーチャルリアリティ）」

技術を積極的に活用。テレビやネット上で、分かりやすい伝え方を工夫して防災･

減災に取り組んだ。 

・ウェブサイト「データなび」で 360°ＶＲ映像で福島第一原発や北朝鮮軍事パレー

ドを伝えるなど新しい表現に挑戦した。 

③視聴者の幅広い期待に応えて、見ごたえある魅力的なコンテンツを開発・制作 

戦後 70 年、放送 90 年の節目に多

彩な大型企画を制作 

・ＮＨＫスペシャルでは戦後 70年特集として、シリーズ「戦後 70年 ニッポンの肖像」

など戦後の歩みを振り返る 10本と、「きのこ雲の下で何が起きていたのか」（8/6）

など戦争と平和を考える 10本を放送した。「女たちの太平洋戦争」（8/13）は、高い

評価を受け、制作者が芸術祭文部科学大臣賞と放送ウーマン賞を受賞した。 

・シリーズ「戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか」（８本）や、

ハートネットＴＶ「シリーズ戦後 70年 障害者と戦争」、「団地ともおスペシャル」

（8/14）など多角的な視点で戦争を考える番組を放送し、大きな反響があった。 

・放送 90年記念番組としてＮＨＫスペシャル「新・映像の世紀」（全６回）を放送。

デジタル技術で修復した鮮明なフィルム映像が話題となり幅広い世代に見られ、番

組審議会や視聴者モニターでも高く評価された。 

取材・制作力やスーパーハイビジョ

ンなどの表現力を生かし、国際展

開も視野に、複数年かけて取り組む

大型コンテンツを強化 

・放送 90年記念のＮＨＫスペシャル「生命大躍進」は４Ｋで制作した高精細ＣＧなど

が高く評価され、国際共同制作が成立するなど国際市場で注目されている。「アジア

巨大遺跡」はミャンマー・バガン遺跡群や兵馬俑と秦の始皇帝陵などを８Ｋで撮影

（放送は２Ｋ）。スーパーハイビジョンの試験放送を控え、８Ｋコンテンツとしても

制作を進めた。 

・４Ｋ制作の大型ドラマ「精霊の守り人」の第１シリーズの放送を開始。これまでに

ない大河ファンタジーとして高く評価され、初回の視聴率は 11.7％で幅広い層によ

く見られた。 

・土曜ドラマ「６４（ロクヨン）」とＥＴＶ特集「薬禍の歳月～サリドマイド事件・50

年」が芸術祭大賞を受賞。「君が僕の息子について教えてくれたこと」がイタリア賞

特別賞を受賞、「山賊の娘 ローニャ」がアジア･テレビジョン･アワードで２Ｄアニ

メ部門最優秀賞を受賞（28 年４月には国際エミー賞キッズ･アワードのアニメ部門

最優秀賞も受賞）するなど、ＮＨＫの番組が内外で多くの賞を受賞し、日本の公共

放送の評価を高めた。 

幅広い視聴者に愛される番組、次

の世代の育成に役立つ番組など、

魅力あふれる多彩なコンテンツを開

発・制作 

・総合テレビは朝の時間帯が好調。連続テレビ小説「あさが来た」は、平均視聴率 23.5％

と 2001年以降の最高値を記録、「おはよう日本」７時台もよく見られている。「あさ

イチ」も高い視聴率を維持しているが、50代女性の視聴が下降し、対策を進めてい

る。 

・総合テレビの土曜夜間は午後７時 30分「ブラタモリ」、午後８時 15分「超絶！凄ワ

ザ」という斬新な編成を行った。前年の同時間帯の数値を上回り、編成の考え方の

転機となった。 

・大河ドラマ「花燃ゆ」の平均視聴率は 12.0％。１月から始まった「真田丸」は３月

までの平均視聴率が 17.8％で好調を維持している。 

・Ｅテレはより見やすい編成をめざして、27年度から夜 10時台に教養番組を配置し、
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週間リーチを伸ばした。平日朝と夕方の幼児と子どもを意識した時間帯のリーチも

改善した。 

・ＢＳ１は後期改定でスポーツ中継や情報番組の編成を見直しドキュメンタリー番組

を拡充した。第２四半期以降、週間リーチの改善が続いている。 

・ＢＳプレミアムは午後７時台に地域の魅力を伝える番組を配置し好評を得た。更な

るリーチの向上をめざし「ぜんぶ温泉」、「２度目の〇〇」など８つの開発番組を放

送した。 

・ラジオ第１で今年度開始した「らじらー！サタデー＆サンデー」は、ホームページ

やツイッターを活用し、若いリスナーを拡大しつつある。 

・100年を迎えた高校野球の関連番組（「わがふるさとのベストゲーム」など）やニュ

ースの企画を夏に集中放送。高校野球中継は、2000年以降では初めて平均視聴率が

10％を超えた。 

・「第 47回 思い出のメロディ－」（8/8）は「戦後 70年 喜びも悲しみも歌とともに」

をテーマに前半 13.3％、後半 14.4％の視聴率を記録。「第 66回ＮＨＫ紅白歌合戦」

はアニメ紅白などの企画を交え、第１部 34.8％、第２部 39.2％で、若い世代にもよ

く見られた。 

2020年の東京オリンピック・パラリン

ピックに向けた情報や番組を充実 

・2020東京オリンピック・パラリンピック準備室を発足、準備を本格化させた。 

・総合テレビ「めざせ！2020年のオリンピアン／パラリンピアン」の放送時間を火曜

午後 10 時 55 分に移設、パラリンピック種目を含むさまざまな競技・アスリートの

認知度向上に貢献した。28 年度に向け、より魅力を高めた「グッと!スポーツ」を

開発、２月にパイロット版を放送した。「スポーツ追体験ドキュメント」「アスリー

トの魂」などの番組でも多くの競技や選手を紹介し、スポーツの魅力を伝える多様

な演出に挑んだ。 

・最先端のデータテクノロジーを駆使してスポーツの奥深さを伝える番組「スポーツ・

データ・コロシアム」を 28年度に向け開発。３月にＢＳ１でパイロット版を放送し

た。 

・2020年に向け、スポーツ中継の新技術・新演出を開発。サッカーではボールの支配

率などのデータを反映させ解説に生かした。プロ野球中継ではサブチャンネルを使

って、本放送とは別に、独自カメラで視聴者からの質問に答える映像を届ける演出

を行った。 

・10 月の車いすバスケットボールのアジア選手権を２日間生中継。「ハートネットＴ

Ｖ」ではブラインドサッカーなどの魅力を伝えた。ＢＳ１では「ドーハ障害者陸上

世界選手権」を放送した。 

取材・制作の過程で得られる多くの

情報を、放送やインターネットなど、

さまざまな伝送路を用いて効果的

に発信 

・４月の統一地方選では、インターネットで、すべての候補者と選挙結果を伝えた。 

・連続テレビ小説「まれ」、大河ドラマ「真田丸」を中心に放送・インターネット・二

次展開を効果的に編成し､価値を高める「総合編成」を実施。 

・ＮＨＫスペシャル「生命大躍進」と連動させて、Ｅテレのアニメ「ピカイア！」や、

教育アプリ「コダモン」を展開した。 

・ＮＨＫスペシャルのホームページでは、「アジア巨大遺跡」で撮影した４Ｋ・８Ｋの

素材から制作したインターネット配信用動画を公開。「新・映像の世紀」特設サイト

では、映像資料を公開し、訪問者を番組の視聴へ誘導した。 

・「ＮＨＫゴガク」では英語の発音練習用の「発音練習くん」などを開発しアプリを公

開した。会員が 12 月に 100 万を突破。45 歳未満が半数以上を占め、幅広い世代か

ら利用されている。 

・「ＮＨＫ for School」のアプリの開発を進めた。28年度に公開する。 

・地域に共通する課題の参考となる番組をＷＥＢコンテンツとして提供する「ＮＨＫ

地域づくりアーカイブス」のサービスを開始（10/10）。 

・放送の理解増進情報としてインターネットを通じて 18回のリアルタイム映像提供を

実施。阿蘇山噴火などの災害関連映像、ノーベル賞日本人受賞会見やＨ２Ａロケッ

ト打ち上げ、北海道新幹線開業などの映像を提供した。 

④放送局は、地域の「安全・安心の拠点」となり、地域活性化に積極的に貢献 

ＮＨＫの全国ネットワークを生かし、

防災・減災報道、緊急報道などに

全力を挙げるとともに、ラジオの発

信強化など、平時から非常災害時

に備えた取り組みを推進 

・火山噴火、風水害、地震など、全国で災害が相次ぐ中、各放送局はＩＰ中継、ロボ

ットカメラ、ヘリコプターなどを機動的に活用して、現場の状況をいち早く伝えた。

台風６号では（５月）、那覇、鹿児島、徳島、静岡と中継をつなぎ風雨の状況や被害

を詳しく伝え、減災報道に努めた。 

・小笠原諸島西方沖地震、箱根山の火山活動、東海道新幹線の放火事件や “ゲリラ豪

雨”などで各地の放送局は本部と連携し、ＩＰ中継などを駆使して機動的に緊急報

道を行った。 

・「おはよう日本」では想定外の津波への備え（仙台局・高知局）、復興計画見直し（盛

岡局）や震災後初の国勢調査（福島局）など被災地の課題と復興について伝えた。 
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地域や日本の課題にしっかりと向き

合うニュースや番組を、地域や全

国に積極的に発信 

・「おはよう日本」では「18歳選挙権シリーズ」を放送（２月）。高知局・京都局・甲

府局・松江局・千葉局・名古屋局・徳島局が参加して、地域の若者の状況や考え方を

取材し、「若者の政治参加」を多角的に伝えた。 

・「クローズアップ現代」では若者の地方移住をテーマに放送(12/2)。全自治体を対象

にアンケート調査を実施。データをもとに移住の実態を明らかにし、地方再生へ、ど

う結び付けるのか課題とヒントを伝え、高い関心を集めた。 

・地域の放送局の記者が目をつけた地域活性化のヒントを全国に発信する「見せます！

地方のプライド」を放送。他の地域でも参考になるさまざまな取り組みを発掘し、注

目を集めた。 

・ＢＳ１の「経済フロントライン」は、地域の放送局と連携し、地域の活性化につな

がる取り組みを積極的に取り上げた。 

・「ニュースウオッチ９」は、ＮＨＫの全国ネットワークを生かして、各地域で課題と

なっている事例を取り上げ、全体像や共通する問題を明らかにする企画を放送した。

宮城県気仙沼市の津波火災を教訓にした高知の南海トラフ地震対策、北海道新幹線

の経済的な波及効果による経済活性化、富山局の取材を起点に、全国で頻発する“介

護殺人”の深層などを伝えた。 

自然や文化、人や暮らし、観光資

源など、地域の魅力や価値を、イン

ターネットも活用して、積極的に全

国や世界に発信 

・「探検バクモン」「プロフェッショナル仕事の流儀」「歴史秘話ヒストリア」「ブラタ

モリ」「ひるブラ」など放送局が制作に参加し、地域の話題や魅力を全国に発信した。 

・北海道新幹線が開通した 3/26、北海道・東北ブロックのインターローカルで編成し

た「多元中継！北海道新幹線 大開業スペシャル」をＢＳ１で同時放送した。あわ

せて北海道や東北で放送した関連番組を開通の前日、前々日に編成。北海道新幹線

に寄せる地域の期待の大きさを伝えた。 

・ＢＳプレミアム 19時台を「にっぽんプレミアムゾーン」として地域を応援する番組

を配置。 

・ＮＨＫワールドＴＶでは、地域の放送局と国際放送局が連携して、９月に「TOTALLY 

TOHOKU!」と題して東北関連番組を集中編成、11 月に「So Hokkaido!」と題して北

海道関連番組を集中編成した。27年度後期には、全国の放送局が制作した番組を英

語化して毎月１本放送する「Hometown Stories」を新設。仙台局、広島局等が制作

した番組を放送した。 

・国際放送局と報道局が連携して国際放送強化に取り組む「海外発信プロジェクト」

でも地域発信を充実させた。ＮＨＫワールドＴＶで 27年度に放送した地域放送局の

ニュース企画は 187本。（前年度比 21％増） 

地域を舞台にしたドラマや公開番組

など、地域を応援する放送・サービ

スやイベントを効果的に実施 

・「地域ドラマ月間」に設定した２月は、ＢＳプレミアムで放送した地域放送局制作の

ドラマの秀作８本を集中編成した。また、「究極 冬なま！夜こそ楽しもう」(2/5)

では、全国各地の夜の風景を生放送でいきいきと伝え、その地域ならではの冬の楽

しみ方を紹介した。 

・ＢＳ１では 27年度後期に地域の放送局の制作する番組を積極的に編成。「“時代と闘

った男”～天才脚本家・佐々木守のメッセージ～」（金沢 2/19）、「それでも“ジャ

パニーズドリーム”～日系南米人 集住団地の冬」（静岡 2/24）などを放送した。 

・「ごきげん歌謡笑劇団」は、27 年度から地域の魅力をＶＴＲで伝えるコーナーを増

やした。愛媛県宇和島市で行われた収録では観覧者へのアンケートで満足度が 95％

を超えた。 

・福岡局では、「ダイスキ！福岡キャンペーン」を「二都物語」（12/13ＢＳプレミアム）

や初の前後編地域ドラマ「いとの森の家」（12/4･11 総合･管中、12/26･27ＢＳプレ

ミアム）等と連動して展開した。 

放送局のデジタルサービスは、安

全・安心に役立つ情報を中心に、

選択と集中で実施 

・仙台局ではＪＲ東日本の東北地方鉄道運行情報をデータ放送で表示するシステムを

独自開発。視聴者の生活に密着したデジタルサービスを強化した。 

・首都圏放送センター、大阪局、名古屋局を除くすべての放送局のホームページで、

サイトの構築・運用を簡易化するＣＭＳを導入。制作作業が大幅に効率化した。 

ＮＨＫの「地域社会への貢献」を評

価する手法を開発し、地域貢献を

強化 

・放送局の地域サービスの取り組みの手応えを測るために、今年度から新たに設けた

地域指標について、プレ調査（５月）と第１回本調査（10～11月）を実施。放送局

ごとに分析し、情報を共有した。放送局は取り組みの検証や目標の策定などに活用

した。 

・「全体最適」の業務体制の改革を進める中で、ＮＨＫ全体で地域サービスの強化に生

かしていくため、放送局からの意見・要望も取り入れつつ、より効果的な調査に改

善して活用していく。 
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戦後 70 年・放送開始 90 年関連の大型番組 

◇戦後 70 年の節目に、「戦後史証言プロジェクト」、ＮＨＫスペ

シャル「沖縄戦全記録」（6/14）など戦後日本の歩みや、戦争

と平和を考える番組を数多く放送した。視聴者から多くの反

響が寄せられ、芸術選奨や新聞協会賞などの賞を受賞した。 

◇放送 90 年記念番組では４Ｋ・８Ｋの高精細映像で撮影･素材

作成を行った「生命大躍進」、「アジア巨大遺跡」、「精霊の守

り人」や、デジタル技術でフィルムを修復した「新･映像の世

紀」が海外でも高く評価され、ＮＨＫのコンテンツ制作力の

高さを示した。 

東日本大震災から５年を伝える 

◇東日本大震災の直後からＮＨＫは、防災・減災の課題、被災

した方々の状況、復興についてニュース・番組で伝えてきた。

その蓄積を生かし、総力をあげて大震災５年の報道に取り組

んだ。ＮＨＫスペシャルでは、福島第一原発の事故対応の最

前線にいた 500 人への取材をもとにドラマを交えて描いた

「原発メルトダウン 危機の 88 時間」（3/13）や、残された電

話ボックスから失った大切な人に語りかける人々を描いた

「風の電話」（3/10）などを放送して大きな反響があった。今

後も震災を伝える番組や、東北の魅力を発信する番組、現地

の人たちを励ますイベントを続けていく。 

幅広い世代にリーチされる放送をめざして 

◇若い世代を中心とした視聴者の接触の低下傾向という課題を踏

まえ、28 年度は総合テレビの平日夜間の編成を 10 年ぶりに大

きく変更する改定を実施した。午後７時 30 分に家族で楽しめる

番組を集め、働く世代が帰宅する時間帯にニュースや、リニュ

ーアルした「クローズアップ現代＋」を放送する。27 年度に行

ったさまざまな試みを生かし、低下傾向が続くリーチの改善、

特に 50 代以下の獲得に本格的に取り組む。ＢＳプレミアムでも

超大型企画「スーパープレミアム」などで視聴者増加をめざす。

【ピックアップ】

・大規模災害に備えた放送機能の強化を継続し、全国ネットワークを生かして防災･減災報道

に全力を尽くす。 

・放送関係の各指標の動きを踏まえ、50 代以下のリーチを伸ばすことをめざして、28 年度の

改定番組の定着・改善に取り組む。 

・トータルリーチの視点を踏まえて放送とインターネットを効果的に連携させるなど総合編成

の取り組みを進める。 

・引き続き、地域から全国や海外への発信を充実。地域指標調査を活用してＮＨＫ全体で地域

サービスの充実に取り組む。 

今後に向けて 

ＮＨＫスペシャル「生命大躍進」 

ＮＨＫスペシャル「風の電話」 

平成 28 年４月にリニューアルした 

「ガッテン！」 
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「５つの重点方針」 27年度の達成状況 
 

  
 

■ＮＨＫワールドＴＶでは、重点地域に位置づけた北米とアジアを意識して、大型ニュース

番組や討論番組、紀行番組など 20の新番組をスタートした。ウェブサイトでビデオ・オン・

デマンドサービスを開始し、インターネットによる発信を充実させた。また、放送局が制

作した番組を英語化して放送する枠の新設など、地域から世界への情報発信を強化した。 

■４Ｋ映像による大型番組の国際共同制作や、アニメの海外販売、現地放送局の放送枠での

ドラマや情報番組の放送など、さまざまな形での国際展開を推進した。アフリカの放送局

と初めて共同制作を行い、フィリピンで 25年ぶりに連続テレビ小説が放送されるなど、新

たな地域での展開の可能性も広がった。 

■創設 50 年を迎えた教育コンテンツの国際コンクール「日本賞」をはじめ、さまざまな国際

会議でＮＨＫの質の高い番組制作や最新技術などを発信し、放送文化の発展に貢献した。 

▽国際発信強化の手ごたえを測るため、27 年度から新しく国際戦略調査を実施し、日本への

理解度などについて調査を行った。ＮＨＫワールドＴＶに接触のある人の日本への理解度

は高水準を維持し、堅調に推移している。 

 
 
 

①「信頼される国際放送」として、日本を世界に、発信を強化 

英語によるテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」

は、北米とアジアを重点地域と位置づけ、「見た

くなる国際放送」をめざして、視聴意向などを把

握して、ニュース・番組や編成を充実・強化 

 

・大型ニュース番組や現地制作の大型討論

番組を新設 

・観光、食、ファッション、アニメ、先端技術な

ど、日本の文化、産業、科学技術などを多

彩に発信 

・国内で放送する番組の英語化を進め、日本

の魅力や姿を積極的に発信 

・「ＮＨＫワールドＴＶ」の認知度向上のため、重

点地域などでのプロモーションを強化 

・国内外の取材・制作体制の強化や日本国

際放送（ＪＩＢ）をはじめとする関連団体との

連携の強化などを通じて、実施体制を強化 

・大型ニュース番組「NEWSROOM TOKYO」や討論番組「GLOBAL AGENDA」の

ほか、最先端の科学技術や産業の動向を伝える番組、日本各地を訪ねる

紀行番組や食材の魅力を伝える番組など 20 の新番組をスタート。重点

地域である北米やアジアに向けてそれぞれ見やすい時間帯に編成した。 

・地域放送局のニュース企画等を英語化して発信する取り組みを強化。27

年度後期からは、地域放送局制作の番組を英語化して毎月１本放送する

「Hometown Stories」を新設した。 

・９月・11 月はそれぞれ東北・北海道の特集月間として関連番組を集中

編成し、地域の魅力を発信した。３月には東日本大震災から５年のキャ

ンペーンを行い、復興の現状や再生への課題を特集番組で伝えたほか、

関連番組を集中編成した。 

・北米ではＪＩＢと連携して現地の体制を強化し、大規模なプロモーショ

ンや受信環境整備につなげた。７月に全米６都市でキャンペーンを行っ

たほか、３月にはニューヨークで震災５年をテーマに大型キャンペーン

を実施した。 

・アジアでは、タイやインドネシアなどで積極的なプロモーションを行っ

た。タイでは１～２月に旅行をテーマにした大型キャンペーンを行い、

イベントや現地メディア、インターネットなどで立体的に展開した。国

際戦略調査によれば、タイではＮＨＫワールドの認知者が統計的に増加

傾向にある。 

・「ＮＨＫワールドＴＶ強化プロジェクト」で、国際放送局と報道局など

さまざまな部局が協力して、国際放送の強化策に取り組み、国内外の取

材・制作体制の連携や地域発信の強化、国内でのプロモーション活動な

どにつなげた。 

「ＮＨＫワールド」のウェブサイトを刷新し、国際放

送の主要番組のビデオ・オン・デマンドサービス

の導入やウェブニュースの多言語化の充実な

ど、インターネットの発信と普及活動を強化 

・「ＮＨＫワールド・オンライン」は全ページのデザインを刷新し、ホー

ムページを使いやすく改善した。ＳＮＳを通じたニュース発信強化にも

取り組んだ。 

・６月にビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）サービスを開始し、13 番組

について放送後一定期間サイト上で視聴できる見逃しサービスを提供。

達成状況 一覧 

重点方針２．日本を世界に、積極的に発信 
 

２ 

 主な取り組みと評価 
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週平均の再生回数は各期ごとに上昇している。第４四半期にはＶＯＤ番

組をＰＲする大規模なＳＮＳ広告を実施し、アクセス数が増大した。 

・国際放送開始 80 年を記念したポータルサイトでは、関連番組やイベン

トを 18 言語でＰＲした。ニューステキストが未配信だったヒンディー

語・ビルマ語について、第４四半期にテスト配信を開始した。 

受信環境の整備を効果的に実施 ・北米の主要都市をターゲットにＮＨＫワールドＴＶを 24 時間視聴でき

る都市を増やす戦略を進め、27年度は５都市から８都市に増えた。 

・ラジオ日本では、インドネシアやインドで現地のＦＭ放送局への番組提

供を開始し、聴取可能人口の拡大につなげた。 

・インターネット系プラットフォームとして初めて、Apple ＴＶ、Amazon 

Fire ＴＶ向けのＮＨＫワールドＴＶアプリを開発し、10月からサービ

スを開始した。 

重点地域での国際放送の強化の取り組みなど

を評価する指標を導入・活用 

・重点地域の北米とアジアの主要都市で、国際発信の強化の手応えを測る

ため、国際戦略調査を 27 年度から実施した。ＮＨＫワールドＴＶへの

接触者の日本への理解度は、高い水準を維持している。 

・新設番組を中心にグループインタビューやモニター分析、アンケート調

査などを実施し、その評価を踏まえてテーマや演出を工夫するなど番組

の改善に取り組んだ。 

②国際戦略を強化し、コンテンツ展開など、さまざまな分野で世界に貢献 

質の高い大型コンテンツの国際共同制作、国際

版の制作や販売、優れた放送技術の普及な

ど、さまざまな形での国際展開を、ＮＨＫと関連

団体が連携して積極的に推進 

・４Ｋ映像によるＮＨＫスペシャル「生命大躍進」や「深海のロストワー

ルド」の国際共同制作、アニメ「英国一家、日本を食べる」の海外販売、

アフリカの放送局との初の共同制作「大科学実験」など、さまざまなジ

ャンルでの国際展開を推進した。 

・アジア地域では、ミャンマーでＮＨＫ番組枠が拡大され、ドラマ・アニ

メ・情報番組等の放送が始まったほか、フィリピンでは連続テレビ小説

「あまちゃん」が「おしん」以来 25 年ぶりに放送され、現地の放送局

と協力して積極的にプロモーション活動を展開した。 

・番組コンテンツを軸とするＮＨＫグループの戦略的な国際展開推進のた

め、関係部局と関連団体とで「国際展開連絡会」を設置し、情報共有に

取り組んだ。 

国際マーケットを意識した制作手法の開発な

ど、国際展開を強化するための体制整備を推

進 

・海外からプロデューサーなどを招きドキュメンタリー番組の公開提案会

議を実施し、国際展開にふさわしい番組提案に取り組んだ。評価の高い

番組提案２本について、海外の放送局などとの共同制作が決定した。 

・海外ドキュメンタリー勉強会を開催し、世界の作品の潮流や制作手法を

分析することで国際展開推進への意識改革に取り組んだ。また、国際展

開を前提とした番組の権利確保を行い、効率的な権利処理を進めた。 

自然、科学、防災、教育などの放送ジャンルや

放送技術など、ＮＨＫの得意分野を生かし、国

際会議や研修などを通じて世界に貢献 

・教育コンテンツの国際コンクール「日本賞」（10/15～22）は、創設 50

年を迎えた。55 の国と地域から 339 作品の応募があった。Ｅテレです

べての受賞作品と舞台裏ドキュメント番組を放送し、日本賞の意義を発

信した。 

・ＰＢＩ（国際公共放送会議）総会で会長が基調講演を行い、８Ｋや災害

報道、国際放送強化などへの取り組みをアピールした。ＩＮＰＵＴ（世

界公共放送番組会議）や、世界の主要な国際放送７機関が集まるＤＧ７

は、ＮＨＫがホストを務め東京で開催した。 

・ＡＢＵ（アジア太平洋放送連合）やＥＢＵ（欧州放送連合）、番組制作

者会議、ＮＨＫ来訪者に向けた研修などで、質の高い番組制作、災害報

道、ビッグデータ活用や 360度撮影などの最新技術、アーカイブスなど、

さまざまな分野におけるＮＨＫの取り組みを発信した。 

世界の放送局や関係機関と連携して、映像ア

ーカイブの保全や利活用など、文化的な貢献を

強化 

・ＮＨＫアーカイブスの経験とノウハウについて、ＡＢＵやＦＩＡＴ／Ｉ

ＦＴＡ（国際テレビアーカイブス連盟）のシンポジウムで発表を行った

ほか、来日した韓国やインドの放送局の担当者への研修などを実施し

た。 

ＮＨＫの国際化への対応を進め、国際情報の収

集と戦略開発への反映、国際人材の育成、ＮＨ

Ｋブランドの積極発信などを推進 

・海外のビジネススクールや、米国スタンフォード大学、ＭＩＴメディア

ラボへ職員を派遣し、デジタル時代の最先端の動きを学び、戦略開発に

取り組んだ。 

・「国際共同制作・国際展開」研修を新設。多くの職員が受講し国際展開

業務の最前線を学んだ。 
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・ＮＨＫワールドＴＶは、28 年度、大型ニュース番組に新たなインタビュー番組を連続し

て編成するなど平日夜間をより強化するとともに、国内放送との連携をさらに進め、大型

コンテンツや、日本の文化や地域の魅力を紹介する番組などを積極的に発信していく。国

際戦略調査などを活用して、番組や編成の改善や効果的なプロモーションを行っていく。 

・自然番組のほか、歴史・社会派ドキュメンタリーやドラマなど、新たなジャンルでの国際

展開を推進する。国際会議やコンクールに積極的に参加しＮＨＫのプレゼンスを高めると

ともに、海外で通用するコンテンツを制作できる人材の育成に取り組む。 

今後に向けて 

ニュース番組の強化 

◇４月に開始した大型ニュース番組「NEWSROOM TOKYO」は、

日本とアジアのニュースに特化し、欧米発のニュースとの

差別化を図った。さまざまな調査結果を参考に、番組の演

出を改善し、「良質なニュース番組」との声が寄せられた。 

◇「NEWSLINE」では、戦後 70 年や東日本大震災から５年な

どの節目で現地オペレーションや特集企画を展開したほ

か、速報体制を強化するなど、質の高い報道に取り組んだ。 

 

インターネットを活用した発信強化 

◇６月、放送後一定期間ウェブサイトで視聴できる、ビデ

オ・オン・デマンドによる見逃しサービスを 13 番組で開

始した。再生回数は着実に増加し、第４四半期には週間再

生回数がサービス開始時の２倍以上に達した。 

◇ＮＨＫワールドのウェブサイトを全面刷新し、見やすくす

るとともに、ニュース解説コーナーなどの新設やＳＮＳの

活用など、インターネットによる発信強化に取り組んだ。 

◇Apple ＴＶや Amazon Fire ＴＶ向けのアプリを開発し、

インターネット系プラットフォームでＮＨＫワールドＴ

Ｖを視聴できるようになった。 
 

 

アジアの放送局と連携した番組展開 

◇ミャンマーでは現地放送局ＭＮＴＶでのＮＨＫ番組枠

が拡大され、ドラマやアニメ、情報番組などの放送が始

まった。２月にはＰＲイベント「ジャパン・ミャンマー・

プエドー」を開催し、１万８千人が来場した。 

◇フィリピンで連続テレビ小説「あまちゃん」が「おしん」

以来 25 年ぶりに放送され、現地放送局ＴＶ５とともに

番組プロモーションを展開し、視聴の定着を図った。 

さまざまな国際会議でＮＨＫの存在感をアピール 

◇創設 50 年を迎えた教育コンテンツの国際コンクール「日

本賞」や、ＰＢＩ（国際公共放送会議）、ＩＮＰＵＴ（世

界公共放送番組会議）、ＡＢＵやＥＢＵの各種会議などで、

ＮＨＫの取り組みを発信。番組制作や災害報道、スーパー

ハイビジョン、ビッグデータや 360度撮影といった最新技

術、アーカイブスなど、得意分野でＮＨＫの存在感を世界

に示した。  

Amazon Fire TV「NHKワールド」アプリ 

「ジャパン・ミャンマー・プエドー」（２月・ヤンゴン） 

「ＩＮＰＵＴ」（５月・東京） 

 
「NEWSLINE」東日本大震災から５年 
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「５つの重点方針」 27年度の達成状況 
 

 
 
 

■「インターネット活用業務の実施基準」に基づき、初めて、受信契約世帯の方を対象に総

合テレビを４週間にわたり同時配信（試験的提供Ｂ）する実証実験、広く一般の方を対象

にスポーツイベントの生放送を同時配信（試験的提供Ａ）する実証実験を行った。視聴ニ

ーズ、著作権処理、配信システムへの負荷などの課題を検証し、結果をホームページで公

表した。 

■平成 28 年８月開始予定のスーパーハイビジョン試験放送に向けて、番組制作・送出設備の

整備を進め、動作テストや運用訓練などを継続的に実施している。 

 
 
 
 

① インターネットを活用して、より多くの人にＮＨＫコンテンツを届ける新たなサービスを創造 

放送法の改正を踏まえ、テレビだけでなく、パソコ

ンやスマートフォン、タブレットなどでも、ＮＨＫの公

共性の高い情報や番組などのコンテンツに積極

的に接してもらうため、「インターネット実施基準」

に則り、インターネットを活用したサービスを強化 

・実施基準にのっとり、国民生活や社会全体に大きな影響を及ぼす情報

を伝える緊急ニュースを放送と同時に提供した。関東・東北豪雨関連

ニュース（9/10･11）、阿蘇山噴火警戒レベル３（9/14）、北朝鮮ミサ

イル発射関連ニュース（2/7）など８回実施。 

・各地の避難情報、桜島、阿蘇山、箱根山などの噴火・降灰予報を放送

局サイトに掲載し、地域の防災・減災に役割を果たした。 

・ラジオオンデマンドのシステムを更新し、パソコンに加えスマートフ

ォンでも、前日まで遡って、定時ニュース等（ラジオ第１）を簡単に

聞くことができるようになり、より身近なニュースの提供に貢献し

た。 

・平成 28 年度の導入に向けて「ＮＨＫニュース・防災アプリ」の検討

を進めた。 

・リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックを視野にいれ、アプ

リ「ＮＨＫスポーツ」の本格サービスに向けた対応を行った。 

インターネットを活用してＮＨＫのコンテンツをより広

く届けるため、“放送の同時再送信”の課題の解

決を図るとともに、取り組みを推進 

・実施基準に基づき１日 16 時間以内で総合テレビをインターネットで

同時配信する「試験的提供Ｂ」の検証実験を 10月から 11月の４週間、

受信契約世帯の方から募集した 9,898人を対象に実施した。視聴ニー

ズや配信システム、各種端末の対応状況、著作権処理等の課題につい

て検証を進め、結果をホームページで公表した。 

・スポーツイベントの生放送番組を同時配信する「試験的提供Ａ」の検

証実験を「ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート」（11/27～29）、「天皇杯

サッカー決勝」（1/1）、「ラグビー日本選手権決勝」（1/31）で実施し、

広く一般に提供した場合の視聴ニーズ等を検証し、結果を公表した。 

放送、「ＮＨＫオンライン（ＮＨＫホームページ）」と

「ＮＨＫオンデマンド（ＮＯＤ）」の連携を強化するな

ど、利用者の利便性を向上 

・ＮＨＫオンラインの一部のドラマ番組ホームページからＮＯＤのペー

ジへ直接誘導するリンクの設置やミニ番組等の無料配信を実施し、利

便性を向上させた。 

・ＮＨＫオンラインにスマートフォンに対応する「お試し版」を掲載し、

利用者からの意見や各種調査をアプリの改修要件に反映させた。 

・ＮＯＤ初の新作番組の無料配信（「あさが来た」、「デザイナーベイビ

ー」）を実施。またＢＳプレミアムと連動した「あまちゃん」連続無

料配信や、人気番組の日替わり無料配信（７周年記念キャンペーン）

も積極的に行い、新たな利用者の開拓を進めた。 

・大河ドラマ「真田丸」スタートにあたり当日配信を実施。大河ファン

タジー「精霊の守り人」では深夜０時、「ブラタモリ」でも翌日午前

10時など、配信時間の繰り上げを実施して、利用者の利便性を高めた。 

・標準画質（ＳＤ）での配信のみだったＮＨＫからの直接提供で、利用

者の満足度を高める施策として“ハイビジョン（ＨＤ）配信”を「紅

達成状況 一覧 

重点方針３．新たな可能性を開く放送・サービスを創造 
 

２ 

 主な取り組みと評価 
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白歌合戦」「真田丸」など一部の番組でスタートした（計 71本）。「精

霊の守り人」では、さらに高画質の“フルＨＤ配信”も実施。ＨＤに

よる再生回数がＳＤを上回り、利用者の支持を得た。 

・東日本大震災から５年にあたり、震災関連番組10本の集中無料配信を

実施した。無料配信により視聴数も通常の10倍以上に増加するなど、

量的指標の向上に貢献した。 

・こうした取り組みにより27年度は、直接提供の新規会員登録は増加し、

総会員数は174万人を超えた（26年度比 約24万人増）。 

ＮＨＫオンデマンドでは、高精細映像（４Ｋ）の動画

配信など、新たなサービスを実施 

・プラットホーム事業者を通じたＮＯＤ配信では「ひかりＴＶ」に加え、

新たに「アクトビラ・ビデオ」と「Ｊ：ＣＯＭオンデマンド」で、４

Ｋ画質での配信を開始した（７月）。 

・28年度に向け４Ｋ配信の充実について検討を進めている。 

放送と通信の連携サービス「ハイブリッドキャスト」

は、２４時間いつでも活用できるサービスを中心に

充実を図り、より効果的で魅力的なサービスを選

択して実施 

・ハイブリッドキャストは、民放各社もサービスを順次開始（27年12月

現在、対応受信機の累計出荷台数が340万、JEITA集計値）。 

・独立型サービス（「みのがしなつかし」等）の拡充を図ると共に、Ｐ

Ｒビデオの制作やデモ展示によりサービスの普及促進に努めた。 

・「真田丸」の独立型コンテンツのサービスを開始した（３月）。 

・自治体の防災・減災情報をスマートテレビ画面上に表示するシステム

の開発実証を担う「スマートテレビ連携・地域防災等対応システム普

及高度化機構」を、在京民放などと設立、３月に東京と徳島で実証実

験を行った。 

放送やインターネットを通じてＮＨＫのコンテンツに

接触する利用者の利便性を向上させるため、認

証や管理のシステムを整備 

・「試験的提供Ｂ」では、ＮＨＫネットクラブと連携した利用者認証を

行い、機能の確認を行った。 

・「試験的提供Ｂ」の検証とあわせ、ＮＨＫ全体の認証システムの整理

に向けて、ユーザーの利便性や満足度を高めるための認証やＩＤのあ

り方について検討を行った。 

②ＮＨＫコンテンツへの多様な接触を把握する新たな評価手法“トータルリーチ”を開発し、 

  サービス向上に活用 

放送やインターネット、録画視聴など、さまざまな

形でのＮＨＫコンテンツへの接触や質的・量的評

価を総合的に把握する手法（“トータルリーチ”）を

開発し、放送・サービスの向上に活用 

・放送の視聴、録画視聴、インターネット利用を総合的に調査する“ト

ータルリーチ”調査を実施し、視聴者のメディアを超えたＮＨＫコン

テンツへの接触状況を追跡、検証した。伝送路を超えたデータ分析や、

経営指標との連動の検証を進めた。 

・コンテンツへの質的評価と、視聴率や録画再生率、インターネットへ

のアクセス数などの量的評価を統合した“トータルリーチ”の新たな

視覚的表示方法の検討・開発を進めている。また、さまざまなデータ

を番組制作や編成に具体的に活かす勉強会を開催した。 

③技術面で先導的な役割を果たし、スーパーハイビジョンの制作・活用を戦略的に推進 

民間放送局やメーカーなどとともにオールジャパ

ンの体制でスーパーハイビジョンの推進に取り組

む国のロードマップなどを踏まえ、 2016 年の試

験放送、2020 年の東京オリンピック・パラリンピッ

クなどを見据えて、設備や実施体制の整備、コン

テンツの開発、ノウハウの蓄積、周知広報などを、

ＮＨＫグループが連携して推進 

・ＮＨＫスペシャル「生命大躍進」では、ＶＦＸ/ＣＧを初めてフル４

Ｋで制作した。 

・スーパーハイビジョンの試験放送業務の認定申請を行い（11 月）、電

波監理審議会で諮問・答申され、認定された（２月）。28 年８月から

開始予定。 

・試験放送開始に向けてスーパーハイビジョンの送出設備のテストを継

続して実施した。 

・平成 30 年予定のスーパーハイビジョン実用放送の開始に向け、総務

省が１月に公表した「衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放

送の実用放送の実施等に向けた関係省令等の整備案に関する意見募

集」に対し、ＮＨＫとしての意見を提出した。 

・マイクロ波帯スーパーハイビジョン用無線伝送装置（ＦＰＵ）を試作

し、約 60kmの伝送実験に成功した。 

・放送衛星を経由した８Ｋの伝送と受信、ケーブルテレビで再放送する

システムの実験に成功し、放送技術研究所で公開した（５月）。 

・女子ワールドカップサッカーやＮＨＫ杯フィギュアのスペシャルエキ

シビションなど、スポーツを中心に８ＫのライブＰＶ（パブリックビ

ューイング）を行ない、国内外で多くの参加者を得た。試験放送開始

に向け、幅広い層にアピールした。 

・最新の著作権保護技術により、セキュリティを強化した新たなＣＡＳ

（Conditional Access System）の開発を推進するため、他の放送事
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業者と共同で新ＣＡＳ協議会を設立した（10 月）。運用方法の検討を

ふまえて、基本方式の開発を完了し、仕様の規格化を行った（３月）。 

スーパーハイビジョンでの番組制作は、ハイビジョ

ンでも放送することを基本として効率的に実施 

・「小さな旅」のロケで、８Ｋと２Ｋの一体化制作を試み、効率的な番

組制作の手法を検証した。 

・大河ファンタジードラマ「精霊の守り人」は、全編を４Ｋ、ＨＤＲ（High 

Dynamic Range）で撮影、ＶＦＸ／ＣＧを含むワークフローの確立を

図るとともにノウハウを蓄積。２Ｋにダウンコンバートして総合テレ

ビで放送開始した（３月）。 

医療、防災、芸術など、８Ｋの特性が発揮される

分野を開拓するなど、放送外を含めた多様な活

用法を研究・開発し、国際的な普及を推進 

・米国ＭＩＴメディアラボに職員２名を派遣し、演出面と技術面の双方

から８Ｋの効果的活用に関する共同研究を行った。タッチインターフ

ェースを活用した双方向アプリケーションの開発を進め、関係者に、

プロトタイプのデモンストレーションを行った。 

・防災や復興に役立てるため、８Ｋカメラで空撮記録するプロジェクト

では、これまで箱根山の火山活動や静岡県・三重県・和歌山県の海岸

線エリアを撮影したほか、南海トラフ巨大地震を想定し、大分県・宮

崎県など九州地方の海岸線エリアの撮影をすすめた。 

・国立がんセンターと協力し、超高精細の８Ｋ内視鏡映像での手術の収

録に成功した。今後の腹腔鏡手術への応用が期待され高い評価を得

た。 

④「人にやさしい」放送・サービスの推進 

高齢者や障害者、デジタル機器が苦手な人など

が、放送・サービスを楽しむことができる技術の開

発を推進 

・ニュースをやさしい日本語で自動的に書き換える実験では、アルゴリ

ズムを改良して、正解率が約 67％から約 80％に向上した。 

・気象警報を含む天気予報の手話ＣＧを自動作成する基本技術を確立し

た。今後は効率的な動画ファイル生成や配信方法などの課題に取り組

み、一般向け配信の実現をめざす。 

テレビの全国放送や地域放送への字幕付与を、

計画に基づき拡充 

・松山局（10月）、札幌局（11月）のニュース字幕設備の整備が完了し、

全拠点局で放送への字幕付与が可能となった。 

・８月から９月の台風報道の字幕放送では、手動入力と音声認識技術に

よる入力を適宜切り替えて運用し、長時間生放送を安定して送出し

た。 

・夏の全国高校野球選手権大会に続き、春の選抜高校野球大会でも全試

合に字幕を付与して放送した。 

2020 年に向け増加が予想される国内の外国人

に向け、平時・非常時の情報提供を強化 

・放送センターが機能停止した場合の国際放送のバックアップと２か国

語放送の実施のため、大阪局での訓練で業務フローを確認し、整備し

た同時通訳ブースで訓練を実施した（９月）。 

・国内でのＮＨＫワールドＴＶの視聴環境整備をすすめた。視聴可能な

ＣＡＴＶ／ＩＰＴＶは、29局となった。（27年度末）。 

・ＮＨＫのホームページで英語メールの受付を開始し、ふれあいセンタ

ーの態勢を整備した。 
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 【ピックアップ】 

テレビ放送のインターネットを通じた同時配信の検証実験 

放送を太い幹としつつ、インターネットも積極的に活用した、サービスの改善・向上の検討に資するた

めに、「実施基準」にのっとりテレビ放送のインターネットでの同時配信の検証実験を実施した。 

 

＜試験的提供Ｂ＞ 

 内 容：総合テレビ（東京・神奈川・埼玉・千葉で放送）の番組 

参加者：受信契約世帯の方（ネットクラブ 8,941人と調査会社を通じて募集した 957人の計 9,898人） 

期 間：10 月 19日から 11月 15日までの４週間、午前７時から午後 11時まで１日 16時間以内 

・平日朝７時台、８時台の通勤時間帯にモバイル端末での利用が目立った。ネットクラブ参加者のアン

ケートでは 57.4%が満足、94%が今後も利用したい意向を示した。 

・ネット配信の権利がない番組やニュース項目は配信できないため、「おことわり画面」に差し替えた。

配信対象時間の約２割。画面の差し替えを実施する体制の確保が課題。 

・放送と比較した遅延は約 25秒。一般的なライブ動画配信と大きな差はなかった。 

 

＜試験的提供Ａ＞ 

内 容：ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート（11月）、天皇杯サッカー決勝（１月）、ラグビー日本選手権

決勝（１月）の生放送番組 

参加者：自由に参加可能（フィギュア 8.4万人、サッカー0.8万人、ラグビー0.3万人） 

・ＮＨＫ杯フィギュアでは、ピーク時の訪問者数が約 1.3 万人。３つのイベントいずれも、利用者の約

９割が満足と回答。 

・アクセス集中による配信システムへの影響はなく安定して動作。放送と比較した遅延は約 50秒。 

・「パケット通信量が心配」「画質が良くなかった」などの意見があった。 

・27 年度に実施したテレビ放送のインターネット同時配信（試験的提供ＡおよびＢ）の結果

をしっかりと検証し、課題への対応を進める。28 年度も実験を継続し、インターネットサ

ービスの改善・向上につなげる。 

・スーパーハイビジョンについては、８月１日にＢＳによる試験放送を開始する予定で、実

用化に向けた課題を検証する。実用放送については、総務省から公表された「衛星基幹放

送による超高精細度テレビジョン放送の実用放送に関する今後のスケジュール」もふまえ、

ＮＨＫとしての方針を検討する。 

今後に向けて 

スーパーハイビジョンの試験放送に向けて 

◇28 年８月開始予定の試験放送に向けて、送出設備の整備と総合テストを実施するとともに、全国

の放送局に試験放送の受信設備を順次配備している。ディスプレイは、被写体の明るさや暗さを鮮

明に表現できるＨＤＲ（High Dynamic Range）に対応している。リオ五輪の一部競技を含む試験放

送を全国の放送局で一般公開（パブリックビューイング）する予定。 

スーパーハイビジョン試験放送の送出設備 
各放送局に配備する 

８Ｋ、85 インチディスプレイ 
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「５つの重点方針」 27年度の達成状況 
 

 
 
 

■契約総数増加については、年間増加目標 51 万件に対して 52 万件、衛星契約増加は、年間

増加目標の 60万件を 18万件上回る 78万件を確保することができた。 

■29 年度末に支払率 80％をめざす公平負担徹底の取り組みとして、27 年度から「ターゲッ

ト 80」活動を開始。課題である大都市圏対策の強化や各地域の営業課題に全局体制で取り

組み、支払率向上に寄与した。 

■受信料収入は、6,625 億円となり、前年度と比べて 131億円の増収となった。 

 

 [受信契約の状況（3 月末）] 

 

 [契約数の推移] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約増加件数 
26年度  27年度 

現在数 
年間増加目標 累計実績 進捗率 年間増加目標 累計実績 進捗率 

契約総数 49 52.6 107.5％ 51 52.3 102.5％ 3,978 

 衛星契約※ 68 83.4 122.7％ 60 78.0 130.0％ 1,949 

 ※ 衛星契約とは衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約 

未収削減 △13 △15.0 114.7％ △13 △13.1 101.3％  110 

重点方針４．受信料の公平負担の徹底に向け、最大限努力 
 

２ 
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 主な取り組みと評価 
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①営業改革を一層推進し、過去最高の支払率を目標に最大限努力 

2017（平成 29）年度末に、過去最

高の「支払率 80％」「衛星契約割

合 50％」の達成をめざす 

・契約総数は年間目標 51 万件に対して 52.3 万件の増加、進捗率 102.5％、衛星契約

は年間目標 60万件に対して 78.0万件の増加、進捗率 130.0％となった。 

・未収数は年間目標 13 万件削減の計画に対して 13.1 万件の削減、進捗率 101.3％と

なった。 

・支払率は 77.0％となり、26年度末と比べ 1.4ポイント向上した。 

・衛星契約割合は 49.0％となり、26年度末と比べ 1.3ポイント向上した。 

支払率の低い大都市圏などに重点

を置いた新たな営業対策を推進 

・ガス事業者による住所変更手続きを５月から段階的に実施し、３月末までの 11か月

間で 3,353 件の取次となった。また、他のガス事業者への導入に向けた準備を進め

た。 

法人委託の拡大など、より効率的

な営業体制・手法に向けた改革を

徹底 

[法人委託の拡大] 

・エリア型法人委託の全国募集を実施し、42法人と業務委託契約を締結。また、各局・

センターの募集により 122法人と業務委託契約を締結した。 

・公開競争入札による法人委託は、27年度は 12地区（161万世帯）で新たに業務を開

始。27年度末現在で 81地区（1,223万世帯）において業務を実施。 

[民事手続きの強化] 

・支払督促の申立てを 27年度は 1,147件実施、通算で 8,033件となった。 

・強制執行の申立てを 27年度は 281件実施、通算で 812件となった。 

・未契約訴訟の提起件数は、27 年度は 32 件（世帯 29 件、事業所３件）、通算で 178

件（世帯 162件、事業所 16件）となった。 

[契約・収納手法の開発] 

・「住民票除票を活用した住所変更手続き」は、27 年度で 34,172 件（前年度 29,092

件）となった。 

・「メッセージ消去連絡との同時契約」は、27年度で 27,919件（前年同期 27,385件）

となった。また、12月より消去連絡入電時における新規契約の取次を開始した。 

[各種法人・団体等との連携強化] 

・郵便転居届のワンライティングについて、27 年度の受付数は 5.6 万件（前年度比

108.4％）となった。 

・「ＮＴＴ電話料金等との一括支払い」の利用件数は、前年度末より 6.3万件増加し、

20.0万件となった。 

・「Yahoo!公金支払い」との連携について、27年度の収納件数は 9,725件（前年度 4,738

件）、収納額は 4,834万円となった。 

・ホテル・旅館の事業者５団体における 27年度末の受信料取りまとめ参加率は 80.6％

（前年度末 76.0％）となった。 

[効率的な営業体制] 

・７月に埼玉県内の営業拠点を３か所から２か所に、１月に広島県内の営業拠点を２

か所から１か所に集約・再編した。拠点の規模を大きくすることでスケールメリッ

トを生かした営業活動の強化を推進していく。 

全局体制で受信料制度の理解促

進活動を実施 

・東京を中心に首都圏を掘り下げる番組「ＴＯＫＹＯディープ！」や番外編の札幌、

福岡ディープも実施し、放送と連動した大都市圏での営業活動強化に成果をあげて

いる。 

放送と通信の連携など、メディア環

境や放送・サービス展開を踏まえ

て、受信料制度のあり方を研究 

・世界の公共放送の情勢やメディア環境の調査を継続しながら、外部有識者の知見も

参考に受信料制度のあり方についての研究を丁寧に進めた。 

②視聴者との結びつきを強化し、意見を適切に事業運営に反映 

公共放送の放送・サービスや新た

な取り組みなどについて、積極的に

広報 

・公共放送の取り組みをＰＲする１分スポット番組「ここに、公共放送」は、第４四

半期は「放送博物館リニューアル」「ＶＦＸ技術で番組の魅力アップ」を放送。 

・受信料制度の意義をわかりやすくＰＲする連続ミニドラマ形式のスポット「受信寮

の人々」は、第１～７話を制作し、若者に親和性の高い番組の前後など効果的な時

間帯に集中編成した。ネット・ＳＮＳで広がり、ニュースサイトや若者向け雑誌で

も記事になり、若年層にも伝わる展開となった。 

公共放送の理解促進に資するイベ

ントなどをより効果的に実施 

・年間で 1,811本の公開番組・イベントを実施し、およそ 879万人に参加いただいた。 

・全国で 302 件の公開番組・イベントで参加者を対象にアンケートを行ったところ、

昨年度と比較して満足度・理解促進度ともに上昇した。（サンプル数：100,237人） 

＊満 足 度 84.5％（26年度年間 83.6％） 

＊理解促進度 71.1％（26年度年間 71.0％） 

達成状況 一覧 
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視聴者の多様な意向を効果的・効

率的に把握する方法を検討し、視

聴者対応を充実 

・放送などについての視聴者からの意見や問い合わせを受けるふれあいセンターに、

７月に発足した「デジタル班」の業務は軌道に乗り、毎月約 2,000 件を受け付け、

デジタルサービスについての視聴者意向が把握できるようになった。 

・ネットクラブの登録者を対象にＮＨＫオンラインのメールフォームの改善につなげ

るアンケートを２月に実施し、1,800件余りの回答を得た。 

・２月に放送受信契約書、パンフレットを刷新。さらに「お手続き内容確認シート」

を新たに作成し、お客様満足度の向上と訪問時のクレーム防止につなげていく。 

 

【ピックアップ】 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・公平負担を徹底し、29 年度末支払率 80％、衛星契約割合 50％を達成するため、引き続

き法人委託の拡大などの営業改革を進めるとともに、「ターゲット 80」活動に全局体制

で取り組んでいく。 

・衛星契約割合は経営計画を１年前倒しして、28年度に 50％の達成をめざす。 

・訪問要員体制を整備し、指導・育成を強化することで、効率的な業務体制を構築する。 

・大都市圏や普段ＮＨＫの番組を見ない若年層の意向収集を図るとともに、今後も多様な

媒体を通じて受信料制度に理解を深めてもらうためのＰＲ活動を展開していく。 

今後に向けて 

受信料制度をＰＲするドラマ仕立てのスポット 

「受信寮の人々」 

 
◇６月から受信料制度の意義をわかりやすくＰＲする

スポット「受信寮の人々」を第７話まで制作し、４波
合計で 1,000回編成された。 

 ネット・ＳＮＳで広がり、ニュースサイトや若者向け
雑誌でも記事になり、若年層にも伝わる展開となっ
た。 

支払率 80％をめざし「ターゲット 80」活動を開始 

 

◇29 年度末に支払率 80％をめざす公平負担徹底の取り

組みとして「ターゲット 80」活動を開始。 

 27年度は、地域支援番組 253 本、営業連動イベント 134

本の合計 387 本を実施した。 

◇新番組「TOKYO ディープ！」や東京発の地域ドラマ、

にっぽんプレミアム「二都物語」などと連携した営業

施策を展開することにより、大都市圏での支払率向上

に寄与した。 

エリア型法人委託の拡大に向け全国規模での募集を実施 

 

◇かねてから課題であった訪問パワー不足の解消に向け

て、法人委託の業務内容についての説明会を全国９会場

で実施。説明会への参加に585社からの応募があり、そ

のなかの42法人と業務委託契約を締結した。 

 また、その後も各局・センターで継続的に募集活動を行

い、27年度で164社と業務委託契約を締結し、業績確保

や対応品質の向上に向けた指導・育成を強化した。 

22



 

「５つの重点方針」 27年度の達成状況 
 

 
 

 
 
■ＮＨＫアイテックの不祥事を受けて、出金管理の徹底など再発防止の緊急対策を実施した。

不正が長期にわたり見過ごされた構造的な原因の究明を踏まえて、アイテックの抜本改革、

そして、「ＮＨＫグループ経営改革」の具体策を策定し、できることから順次着手した。経

営委員会による「内部統制関係議決」の改正を踏まえた「関連団体運営基準」の改正を実施

して、本体の関連団体に対する指導監督機能をさらに強化した。 

■「クローズアップ現代 追跡“出家詐欺”」（平成 26 年放送）報道について、ＢＰＯ（放送

倫理・番組向上機構）からの「重大な放送倫理違反があった」などの指摘を受けて、再発防

止の取り組みのさらなる徹底を図った。 
 
 
 

① コンテンツ制作力強化のため、ＮＨＫグループ全体の業務体制改革を推進 

取材・制作力の強化などに対応するため、本部・放送
局を一貫した業務の見直しと経営資源の重点再配置
を行う業務体制の改革を着実に推進 

・「全体最適」の業務体制の改革で、「取材・制作力の強化」や「新

サービスへの対応」などに要員シフトを実施。29 年度の完遂に向

けて 28年度の具体的な計画を確認した。 

・28 年度の予算・事業計画では、業務全般の見直しにより経費を削

減し、経営計画策定後の状況変化に対応するため、情報セキュリ

ティの強化など重点事項に経営資源を配分することとした。 

ＮＨＫグループ全体で、将来にわたってコンテンツ制作
力の強化を図り、生産性を高めるため、ＮＨＫと関連団
体が一体となって、業務の抜本的な見直しを行い、経
営資源の再配置を実施 

・ＮＨＫアイテックの不祥事の構造的な原因究明を踏まえ、再発防

止策を取りまとめた。 

・「内部統制関係議決」の改正を踏まえ、「関連団体運営基準」を改

正し、本体の指導監督機能をさらに強化した。 

・「ＮＨＫグループ経営改革」の具体策には、ＮＨＫの各機能に照ら

して、子会社等の各業務を「見える化」し、精査して、統合・廃

止も視野に再整理すること、関連団体の組織のあり方を抜本的に

検討することなどを盛り込んだ。経営計画で掲げた「創造と効率

を追求する、最適な組織に改革」していくため、推進体制を整備

して、構造改革を断行する。 
・グループ全体で創造と効率を追求する業務体制を構築するため、

委託業務等の実績把握（見える化）の取り組みを進め、より実態

に即した契約見直しの試行に着手した。 

・関連団体の評価は、ＮＨＫが求める役割の達成やコンプライアン

スの徹底の取り組みを重視する形に見直し、28年度から実施する。 

関連団体の社会貢献を含めて、役割・機能を明確化
するとともに、ＮＨＫグループ全体での管理会計や要員
管理の仕組みの導入を図り、受信料の価値を高めるグ
ループ経営を推進 

・事務系システムの統合については、全領域で稼働を開始し、グル

ープ経営の高度化を図った。システム改修等について「保守運用

管理委員会」で、システム活用策等について「第２段階検討会」

で検討を進め、統合による効果につなげていく。 

②高度な専門性を発揮できる人材をＮＨＫグループで確保・育成 

東京オリンピック・パラリンピックの放送対応を見据え
た、計画的な採用・育成を実施 

・職員採用では、面接機会を増やす等の工夫により、ジャーナリス

トとしての適性を見極め、東京オリンピック・パラリンピックの

対応も見据えた人材の確保に努めた。また、28 年２月から、採用

機会の増加を図るため、キャリア人材の「通年採用」を開始した。 

コンテンツ制作力の強化に向けて、国際発信やインタ
ーネット活用業務など、新たに求められる分野・業務の
専門性を備えた人材などを、ＮＨＫグループで計画的に
確保、育成 

・高度な専門性を備えた人材を育成するため、海外の放送機関・大

学への派遣や異業種交流研修など、従来以上に多様な施策を実施

した。 

・東京オリンピック・パラリンピックや国際展開など、経営課題に

即した研修を新設した。 

達成状況 一覧 

重点方針５．創造と効率を追求する、最適な組織に改革 
 

２ 

 主な取り組みと評価 
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③女性の積極登用を進め、仕事と生活の調和を実現し、多様な働き方ができる組織に改革 

女性の管理職への登用などについて、具体的な目標
を掲げて積極的に取り組み、男性・女性を問わず、ワー
ク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）や多様性を尊重する働き方
や組織に改革 

・女性職員を積極的に管理職に登用し、女性管理職の割合は 6.1％と

なった。28 年度から施行される「女性活躍推進法」に対して、的

確な準備を行った。 

・高い水準の「子育てサポート」を行う企業として、「プラチナくる

みん」の認定を受けた（５月）。 

・ＮＨＫグループの事業所内保育施設の利用開始、介護サポートデ

スクの設置、在宅勤務制度の全国導入の完了など、多様な働き方

を支援する取り組みを強化した。 

・「働き方改革」に取り組み、勤労休暇取得日数の増加につなげた。 

④コンプライアンスを徹底し、「放送ガイドライン」を順守 

ＮＨＫグループ全体でのリスク管理・コンプライアンス推

進体制を強化 

・ＮＨＫアイテックの不正行為の発覚を受けて、新たな支払処理ル

ールの導入や出金管理の徹底などのコンプライアンス・不正防止

の緊急対策をただちに実施した。 

・長期にわたり不正が見過ごされた構造的な原因の究明を踏まえて

策定した再発防止の改革施策を、その他の子会社等にも広げ、「Ｎ

ＨＫグループ経営改革」の具体策を取りまとめた。常勤監査役へ

の外部人材の起用等による規律ある経営の確立、合同入社式や研

修強化によるＮＨＫグループ意識の醸成、非常勤取締役の強化等

によるＮＨＫ指導監督機能の強化など、可能なものから順次実行

に移している。 

・さいたま局記者のタクシー券不正使用やアナウンサーの危険ドラ

ッグ所持など職員の不祥事が相次いだ。タクシー券の使用につい

ては、複数の目で利用状況をチェックするよう管理体制を強化し

たほか、勉強会を開催して基本に立ち返る取り組みを始めた。「公

金意識と職員倫理の徹底」に継続的に取り組んでいく。 

・サイバー攻撃の脅威に対応するため、情報セキュリティ強化を核

とした、28年度のＩＴ統制重点活動計画案を策定した。放送継続

と個人情報漏えいに対するセキュリティ強化等に重点的に取り組

む。 
・内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）主催の演習に参
加したり、大規模なサイバー脅威からインフラを守るための情報
共有のしくみについて民間組織と勉強会を実施するなど、外部と
の連携を深めた。 

放送と通信の連携を踏まえ、取材・制作の高度化に適

切に対応するため、「放送ガイドライン」を改訂し、順守

する取り組みを強化 

・「クローズアップ現代」報道に関するＢＰＯ（放送倫理・番組向上

機構）の指摘などをふまえ、再発防止策に全局で取り組んだ。制

作現場では、チェックシートを積極的に活用し、複数でのチェッ

クを導入したほか、提案や取材・制作の過程で見えてきた問題点

や課題について“見える化”して共有した。 

・「クローズアップ現代」報道の教訓や反省点を盛り込んだ「事件取

材ハンドブック」を制作し、全国の報道現場に配布し共有した。

再発防止策の実施状況の把握や評価・検証を続け、１年の節目ご

となどに検証して、実効性を高めていく。 

・「放送ガイドライン」の改訂を終え、発行し、「インターネットガ

イドライン 2015」も発行して、職員等で共有した。いずれもＮＨ

Ｋオンラインで公表した。 

⑤経営計画を着実に達成するため、目標・指標管理を強化 

５つの重点方針の実現に向けて、経営指標などにより、

公共放送としての説明責任を果たすマネジメントを徹底 

・地域指標は、５～６月のプレ調査を踏まえ、10～11 月に第１回本
調査を実施。放送局ごとに分析し、すべての放送局と本部関係部
局で共有し、27年度の取り組みの評価、28年度の目標や計画策定
等に活用した。 

・四半期ごとに、重点地域での国際発信強化の手応えを測る国際戦略
調査、多様な伝送路でのＮＨＫコンテンツへの接触を把握するトー
タルリーチ調査を実施。調査結果を分析し業務改善に活用した。 

四半期ごとに経営計画の進捗や達成状況を報告 ・指標の評価や進捗状況を明確にした形で、各四半期の業務検証を
行い、経営委員会に報告した。第４四半期は、現経営計画の初年
度である 27年度の総括を行った。 
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⑥ＣＯ₂の削減目標を定め、環境にやさしい経営を推進 

ＣＯ₂の削減目標を定め、一部の放送での深夜放送の

休止の継続、放送会館や放送機器の省エネ化や廃棄

物の削減などを推進 

・放送センターを含む全国の放送局合計でオフィス部門の節電目標

である 25年度比▲３％削減を達成することができた。 

・無線ＬＡＮ管理システム、ペーパーレス会議システムは運用ガイ

ドライン等の策定を終え、全国で運用を開始した（11/20～）。 

・本部や地域の放送局のスタジオ照明のＬＥＤ化により、消費電力

の削減に取り組んだ。 

ニュースや番組、イベントなどを通じて、環境問題を取

り上げる情報を発信 

・ＣＯＰ21（11/30～12/11）に合わせて「クローズアップ現代｣(11/25･

26)や「くらし☆解説」（12/1～3）で特集を組んだほか、「おはよ

う日本」「ニュースウオッチ９」「国際報道 2015」などニュースで

も地球温暖化を幅広く伝えた。 
・東京をはじめ、北海道から九州・沖縄まで全国 11局で「ＮＨＫ環

境キャンペーン」のイベントを開催し、関連番組とあわせ環境問
題に関する情報発信を行った。 

⑦新放送センターの建設に向けた検討と準備を加速 

大規模災害時に放送・サービスの中枢機能を維持す

るため、新放送センターの計画の具体化を急ぎ、建設

のための資金を計画的に積み立て 

・６月の経営委員会で新放送センターの現在地（東京・渋谷）での

建て替えが決定されたことを踏まえ、建設基本計画の策定に向け

て課題ごとにワーキンググループを設け、検討を深めた。 

・若手職員のプロジェクトが新放送センターのコンセプトを提言。 

・建設工事における入札、契約方式など諸課題の検討にあたり、公

平性や透明性の確保に向けて客観的・中立的な立場から助言して

いただくため、外部専門家で構成する委員会を設置した。 

       【ピックアップ】 

ＮＨＫアイテック不祥事への対応と「ＮＨＫグループ経営改革」 

◇27 年 11 月、東京国税局の税務調査で発覚したアイテック社員２人の不正行為について、緊急チ

ームで行った調査結果を「多額不正事案調査報告書」として２月９日に公表した。 
◇発覚直後に、出金管理の徹底等の再発防止のための緊急対策を実施するとともに、グループ経営

改革の検討・推進体制を発足させた。 
◇不正の構造的な原因を究明し、ＮＨＫの指導監督責任を明確にして、組織風土改革を含めた抜本

的な対策を取りまとめ、「原因究明と再発防止策」を２月 23 日の経営委員会に報告した。構造的

な原因として、アイテックや本体の管理体制の課題を明らかにした。法的責任の有無にかかわら

ずＮＨＫの社会的責任は重いと判断、再発防止に向け、▽アイテックのガバナンス・管理体制の

刷新、▽指導監督機能の強化、▽アイテックの構造改革の断行、▽規律の整備に取り組むことと

した。 
◇子会社等に対する指導監督をさらに強化するため、３月８日、経営委員会は、「内部統制関係議決」

を改正、これを受け執行部は、「関連団体運営基準」を改正した。執行部は、経営委員会に対して、

「ＮＨＫアイテック抜本改革」と「ＮＨＫグループ経営改革」のさらなる具体策を報告した。 
◇「グループ経営改革」では、▽外部人材やＮＨＫ若手幹部の経営陣等への起用等による「規律あ

る経営の確立」、▽非常勤取締役の強化や子会社の事業を所管する部門の責任の明確化による「指

導監督機能の強化」、▽子会社等の業務を精査して統合・廃止なども視野に組織のあり方も含めて

「構造改革を断行」すること等に取り組む。できることから順次着手している。 

◇一連の改革は、経営計画の重点方針「創造と効率を追求する、最適な組織に改革」を実現するた

めの取り組みである。視聴者のみなさまの信頼を取り戻すため、アイテック抜本改革を着実に実

施するとともに、グループ全体の経営改革を確実に前に進めていく。 

 

 
 ・ＮＨＫアイテックの不祥事などを踏まえ、「創造と効率を追求する、最適な組織」に向け

てグループ経営改革に着手した。28年度は関連団体のコンプライアンス・ガバナンスの
強化、本体の指導監督機能の強化、関連団体の業務の再精査などを積極的に進めていく。 

・「『クローズアップ現代』報道に関する調査報告書」を踏まえた再発防止に引き続き全局
で取り組み、視聴者のみなさまの信頼と期待に応える放送・サービスを実施していく。 

・放送センターの建て替えに向けて、建設基本計画の策定や建設積立資産の積み立てのあ

り方について検討を進める。 

今後に向けて 
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（参考）指標による評価  
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質的指標：10 指標評価（ウェブ調査結果）  

28 年 3 月 

27 年 12 月 

国内放送の質的指標については、経営指標との関係からみて有意に変動した項目はない。インターネット

は、第３四半期の質的評価を維持しており、引き続き評価の向上をめざす。 

10指標は、各波とインターネットの質に対する視聴者のみな

さまの評価。年４回、インターネットで調査を行い、結果を

10点満点で、レーダーチャートで表示。 

（前期と比較して、統計的に評価が高まった指標を青丸、低

くなった指標を赤丸で表記。今回は、該当なし。） 

分母は各波に月に１回でもリアルタイムか、録画再生で接触

した人。塗布部分は、質的指標で特に意識する領域。 

出所）10指標評価：平成 28年 3月トータルリーチ調査 

（web調査 関東 20-60代）／滞在時間：Adobe Analytics 

ＮＨＫは、放送番組の質を測る 10指標のアンケート調査や、ビデオリサーチの世帯視聴率・接触者率など

の量的指標を把握し、放送サービスの向上に生かしてきた。27年度から放送だけでなく、インターネット、

録画視聴など、さまざまな形でのＮＨＫのコンテンツへの接触や、質的評価、量的評価を把握する「トー

タルリーチ」の手法を活用し、総合的にサービスを向上させていく。国際放送の充実についても、重点地

域でのリーチを把握し、効果的にコンテンツの強化を行っていく。 
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リラックスでき

る 

9.わくわく・ 

ドキドキする 

10.感動でき

る・心に残る 

母数：各波接触者 
（録画視聴者含む） 

4  

5  

6  

7  

8  

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 

3.独自性の 

ある情報を 

提供している 

4.社会的な 

課題について 

考えさせられる 

5.次世代の育成につ

ながる 

6.心を動かし、気持

ちを豊かにしてくれ

る 

7.情報を見やすい・

読みやすい 

8.自分の興味・関心

にそくした情報が簡

単に得られる 

9.多様な意見や 

考え方に触れる 

ことができる 

10.新しい切り口や

独自のサービス・技

術に挑戦している 

母数：インターネット

サービス利用者 

総合テレビ Ｅテレ 

ＢＳ１ ＢＳＰ 

インターネット 

滞在時間 9 分 14秒（9分 0秒） 

国内放送・インターネット 

（ ）は前期の結果 
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   波の接触者率（％）（個人）      世帯視聴率（％） 

 

 

 

 

 

インターネット全体（ＮＨＫオンライン）の量 

 

接触者率（％） 
17.7% 

（16.4%） 

訪問者数 
9,714,054 

（9,106,919） 

 

 

参考）その他サービス 

 

ライブストリーミングの訪問者数計（※） 
302,853 

（430,336） 

※日別訪問者数の四半期合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央番組審議会

の意見 

第４四半期は、番組の質的指標評価が全体として改善傾向にあることが指摘された。中でも、クローズアッ

プ現代が復調してきていることと、ＢＳプレミアムの高い評価に対して、評価する声が上がった。また、教

育機関と連携するなどして、若い視聴者にＮＨＫの番組についてさらに親しんでもらいたい、という意見が

あった。引き続き、災害報道については丁寧な姿勢で臨むこと、放送全体としては、多様で質の高い番組を

提供し続けてもらいたいと言う声が上がった。 

放送技術審議会

の意見 

第 152 回 放送技術審議会が２月８日に放送センターで開催された。テーマは「第 45 回ＮＨＫ番組技術展」

で、放送局の技術者が日ごろの業務を通じて培ったノウハウやアイデアを活かして開発・改善した数々の機

器展示を視察した。委員からは、スポーツ中継における画像処理の応用や防災・減災報道につながるビッグ

データの可視化など、新しい技術と放送現場のニーズがマッチしており素晴らしいといった意見があった。

また、放送以外での応用が期待できる項目については積極的に技術移転に取り組んでほしい等の意見があっ

た。 

週間リーチ 
【期間平均】 

前四半期
平均 

今四半期
平均 

 リアルタイム 65.8 66.1 

録画再生のみ 1.7 1.8 

 リアルタイム 33.1 34.3 

録画再生のみ 3.9 3.2 

 リアルタイム 14.4 14.0 

録画再生のみ 0.5 0.4 

 リアルタイム 17.5 18.2 

録画再生のみ 2.6 4.1 

時間
区分 

 
 

  

6～24
（6.9） 

（6.6） 

（1.0） 

（0.9） 

（0.4） 

（0.5） 

（0.7） 

（0.6） 

6～10
（10.0） 

（9.8） 

（1.6） 

（1.5） 

（0.4） 

（0.4） 

（0.9） 

（0.9） 

19～22
（11.0） 

（10.5） 

（0.7） 

（0.7） 

（0.4） 

（0.6） 

（1.0） 

（0.9） 

19～23
（9.6） 

（9.3） 

（0.7） 

（0.7） 

（0.5） 

（0.6） 

（0.9） 

（0.8） 

接触者率（％） 訪問者数 

らじる★らじる 8.4%（8.6%） 
762,857  
(688,537) 

NHK WORLD ONLINE
 

504,008 
（337,029） 

 
接触者率（％） 

無料登録 
会員数（※） 

NHK オンデマンド 6.6%（6.9%） 174 万人 

※外部提供事業者を除く

量的指標 

訪問者数は、各サービスの毎週の訪問者数の四半期平均。 

（ ）は、前期の結果。NHK オンラインは NHK WORLD を含む。 

出所）波の接触者率、世帯視聴率：ビデオリサーチ（関東デー

タ）／10 指標評価、インターネットサービスの接触者率：平成 28

年 3 月 トータルリーチ調査（web 調査 20-60 代 関東）／訪問

者数、滞在時間、ライブストリーミングの訪問者数計： Adobe 

Analytics 

 

総合 Ｅテレ ＢＳ１ ＢＳＰ

再放送・特集・一部の５分以下の番組のデータは集計対象外。 

録画再生のみの集計期間は「平成 28 年 1 月 4 日(月)～3 月 20

日(日)」 

ライブストリーミング：放送番組に関連する映像や音声等をリアル

タイムでインターネットで配信するもの 

総合 

Ｅテレ 

ＢＳ１ 

ＢＳＰ 
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重点地域の「ＮＨＫワールドＴＶ」の四半期リーチ有無別の日本についての理解度 

「ＮＨＫワールドＴＶ」の認知・四半期リーチ（％） 

 

分類 項目 イギリス フランス タイ 
シンガポ

ール 
インド 
ネシア 

ワシント
ン DC 

ニュー 
ヨーク市 

日本に 
ついての 
理解度 

日本全般 
四半期リーチ者 - (82.0)  - (74.1)  90.4(88.8)  - (90.0)  88.1(86.4)  90.2(78.8)  80.4(80.4)  

非四半期リーチ者 - (32.8)  - (29.0)  63.8(62.5)  - (64.4)  67.3(68.0)  50.0(51.1)  47.4(46.5)  

国民性 
四半期リーチ者 - (78.0)  - (77.8)  95.5(93.9)  - (85.8)  91.3(90.3)  73.8(86.5)  80.4(84.8)  

非四半期リーチ者 - (36.9)  - (35.7)  72.5(71.8)  - (56.9)  73.6(72.7)  46.2(49.4)  45.9(45.8)  

政治面 
四半期リーチ者 - (54.0)  - (74.1)  85.3(85.4)  - (66.9)  81.5(76.9)  54.1(69.2)  65.2(84.8)  

非四半期リーチ者 - (17.9)  - (27.8)  57.3(56.9)  - (32.0)  54.1(53.2)  30.4(32.0)  34.7(32.5)  

経済面 
四半期リーチ者 - (70.0)  - (77.8)  93.3(92.5)  - (79.9)  92.5(91.2)  73.8(84.6)  78.3(87.0)  

非四半期リーチ者 - (29.3)  - (36.1)  70.8(71.3)  - (47.3)  74.5(72.8)  42.4(42.8)  44.7(43.7)  

文化面 
四半期リーチ者 - (86.0)  - (77.8)  94.6(93.9)  - (92.9)  94.5(91.0)  86.9(92.3)  87.0(95.7)  

非四半期リーチ者 - (39.4)  - (43.2)  75.8(74.7)  - (66.0)  78.2(74.9)  52.1(54.9)  53.1(52.1)  

量的評価 
認知率 - (10.0)  - (6.6)  37.5(33.9)  - (40.0)  46.1(45.8)  16.9(17.8)  11.5(12.1)  

四半期リーチ率 - (2.6)  - (1.4)  16.5(15.3)  - (12.6)  22.7(22.8)  5.7(4.9)  4.3(4.4)  

○は過去調査と比較して統計的に高くなったもの 

○は過去調査と比較して統計的に低くなったもの 

 
出所）2016年１～２月実施（2016年１月 21日～２月 26日）のインターネット調査結果。（ ）は、前回の結果。 

※イギリス、フランス、シンガポールは、今期は調査を実施していない  

 

調査範囲（サンプル数） ：ワシントン DC：1,062 ニューヨーク市：1,062 タイ：1,900 インドネシア：1,930 

※定量調査に十分なサンプル確保のため「ワシントン DC」「ニューヨーク市」の調査対象範囲および結

果の算出は、マーケティングエリアとして使われる DMA（Designated Market Area）が対象 

 

各国/各都市人口（18歳-69歳）：ワシントン DC：485,702人 ニューヨーク市：5,894,931人（Source：Census2013、Census2010）      

タイ：48,075,000 人 インドネシア：163,264,800 人（Source：Euromonitor International Ltd. 

Population: National Estimates at January 1st: 2014） 
 
 

 

国際番組審議会

の意見 

１・２月にタイとミャンマーで実施されたＮＨＫワールドＴＶのチャンネル・プロモーションは、意欲的な

取り組みだったとの声があった。もともと親日国であるタイでは、人気キャラの「どーもくん」を前面に立

てて短期間に３つのイベントを連続開催し、チャンネルの認知度を大幅にアップ、ミャンマーでは現地の日

本大使館と共同でエンターテインメント色の強いイベントに力を入れるなど、国情の違いに応じたＰＲ戦略

は大いに評価できるとの意見が出た。 

「ＮＨＫワールド TV」の認知・四半期リーチの状況（国際戦略調査）  

国際放送 

この四半期に「ＮＨＫワールドＴＶ」に接触した人（四半期リーチ者）の方が、接触しなかった人（非

四半期リーチ者）よりも、日本についての理解度が高い。タイにおける認知者は、現地でのイベントと

連携して実施したデジタル広告等が影響し、統計的に増加傾向にある。 
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