2019

2019.5

広報局

NIPPON HOSO KYOKAI

はじめに
「平成」が終わって迎えた「令和」
という新しい時代は、
ＮＨＫにとっても 公共メディア の実現という新たな
時代になります。
ＮＨＫは、放送と通信の融合時代においても信頼される
「情報の社会的基盤」
としての役割を果たし、追求する
６つの公共的価値、すなわち
「正確、公平・公正な情報で貢献」
「安全で安心な暮らしに貢献」
「質の高い文化
の創造」
「地域社会への貢献」
「日本と国際社会の理解促進」
「教育と福祉への貢献」の実現に努めます。
そして、いよいよ来年には、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。この世界の人々が注目する
一大イベントに向けて、
ＮＨＫは最高水準の放送・サービスを提供することを目指します。
はじめに
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新たな放送の実現と展望
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その一つが、昨年12月に本放送を開始した「新４Ｋ８Ｋ衛星放送」です。ＮＨＫは、
「ＢＳ４Ｋ」
と
「ＢＳ８Ｋ」の
２つのチャンネルで、超高精細の映像と臨場感あふれる音響という特性を生かしたコンテンツの充実に取り組
み、普及促進を図ります。東京オリンピック・パラリンピックでも、
「ＢＳ４Ｋ」
「ＢＳ８Ｋ」をはじめ各波などを使って
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感動と興奮をお届けします。
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がますます高まり、日本を訪れる外国人観光客が昨年初めて年間３，
０００万人を超える中、テレビ・ラジオ・

国際放送
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インターネットを使ってＮＨＫならではの公平・公正で信頼できる情報を伝えます。また、英語以外の初めての

デジタルサービス
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ライブ配信として今年1月に開始した中国語ネットチャンネルを本格的に展開するなど、一層の多言語化を

災害報道の体制と強化
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推進します。

海外取材網
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放送・サービスを充実していく一方、受信料については値下げを実施します。すでに一部実施している負担

国際協力・国際貢献

18

軽減策と合わせて、年間422億円規模の還元を行います。具体的には、今年10月に予定されている消費税の
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インターネットを活用したサービスの充実にも取り組みます。ＮＨＫは、テレビ放送のインターネットへの常時
同時配信と見逃し配信サービスを、東京オリンピック・パラリンピックに間に合うよう２０１９年度中に開始した
いと考えています。このサービスは、受信契約世帯を対象に追加負担なく提供することにしており、
「いつでも、
どこでも」必要な情報やコンテンツを得られるようになることによって、
「視聴機会の拡大」につながるものと
期待しています。来年３月に福島県からスタートする聖火リレーもライブ配信することを検討しています。
国際放送の強化にも引き続き取り組みます。東京オリンピック・パラリンピックに向けて日本への世界の関心

引き上げに伴う受信料額の改定を行わず、地上契約と衛星契約を実質２％値下げし、
さらに来年10月から
地上契約と衛星契約を2.5％値下げします。
ＮＨＫは、受信料の値下げを好機ととらえ、業務改革を一層推進しながら、 公共メディア として視聴者の
みなさまの信頼と期待に応える放送・サービスを提供してまいります。
ＮＨＫへのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
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新たな放送の実現と展望

NHK BS4K・BS8K
新チャンネル「ＢＳ４Ｋ」
「ＢＳ８Ｋ」の編成方針と番組編成

４Ｋ・８Ｋ放送の本格普及に向けて

２０１８年１２月１日、
「ＢＳ４Ｋ」
と
「ＢＳ８Ｋ」の本放送をＢＳでスタートしました。

ＮＨＫは、
２０１８年１２月に始まった４Ｋ・８Ｋ放送の周知広報と

全国数か所で実施する予定です。そして、来年に開催される東

「ＢＳ４Ｋ」は、現在のハイビジョン放送の４倍の超高精細映像を身近に楽しんで

普及促進のため、
９月から日本で開催される
「ラグビーワールド

京オリンピック・パラリンピックでは、
４Ｋ・８Ｋで多くの視聴者の

いただくチャンネル。毎日１８時間、地上波や衛星波からよりすぐった番組を４Ｋ画質

など、大規模なスポーツイベントが８Ｋ放送される
カップ2019 」

みなさまに 臨場感あふれる感動 をお届けするとともに、
日本を

で曜日ごとにジャンル編成するほか、独自番組も放送します。

際には、全国のＮＨＫの放送局などに設置された８Ｋモニターで、

訪れる海外のみなさまにも、
日本が世界にさきがけて開始した

受信公開を行うほか、大画面によるパブリックビューイングも、

新しい放送サービスを体感していただきたいと考えています。

TM

「ＢＳ８Ｋ」は、ハイビジョン放送の１６倍もの超高精細映像で 未知の映像体験 を
お届けする最高品質のチャンネル。毎日１２時間１０分、実際にスタジアムや美術館
にいるかのような臨場感あふれる番組を放送します。

東京2020オリンピック･パラリンピックの現況と計画
東京2020オリンピック・パラリンピックが迫ってきました。

超高精細映像でお届けする多彩な番組
週末のゴールデンタイムは、特に超高精

NHKは両方の放送権を持つ国内唯一の放送局として

ターネットコンテンツ、地域放送局とともに日本の魅力を発

準備を進めています。

信する聖火リレー、障害のある人に呼びかけて採用したリ

競技中継は過去最大の規模となり、総合テレビやBS1

細映像の迫力を堪能していただける「ＢＳ４
Ｋ」
「ＢＳ８Ｋ」共通の大型独自番組を放送し
ます。
６月には、
８Ｋで４年をかけて制作した

の壁をこえて誰もが楽しめるユニバーサルサービスなど、
さ

ず、
８Ｋ大型モニターによるパブリックビューイングで、
まるで

まざまな放送・サービスを計画しています。

しめる場を作ります。

４回シリーズで放送します
（「ＢＳ４Ｋ」では４Ｋ

ポーターが伝えるパラスポーツ番組、障害の有無や言語

はもちろん４Ｋ・８Ｋでもたっぷり伝えます。放送にとどまら
競技会場にいるかのような臨場感を多くの人が一緒に楽

「ルーブル美術館 美の殿堂の５００年 」
を

このほかにも競技の面白さや選手の魅力を伝えるイン

ＮＨＫは最新のテクノロジーと放送・デジタル・イベントを
連動させ、
「 東京2020のメッセージ」
を余すところなくみな
さまに届けます。

画質に変換して放送）。
さらに「ＢＳ４Ｋ」では「ダーウィンが来た！」
「日曜美術館」
「小さな旅」などおなじみの番
組をより美しい映像でお届けします。
日 曜 日は 朝９時 から大 河ドラマ「 いだ
てん〜東京オリムピック噺（ばなし）〜」
を放
送中です。どのチャンネルよりも早く、
４Ｋの

Coproduction 8K NHK-Musée du Louvre

「ルーブル美術館 美の殿堂の500年」

超高精細映像でお楽しみください。
また「ＢＳ８Ｋ」では、旅気分を満喫できる
「ヨーロッパ トラムの旅」や「空からクルージ
ング」など、超高精細映像を生かした多彩な
番組を随時、放送します。
また
「ラグビーワールドカップ2019 」
など話
TM

題の大型スポーツ番組も放送する予定です。

大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺
（ばなし）
〜」

02
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安全・安心を守る報道、社会の指針となる番組の充実
創造的な取り組みを本格的にスタート
平日、土曜の夜間は生活リズムやニーズにそって

10〜30代前半のネット世代に向けて

幅広い世代の“知りたい”“学びたい”に応える
インターネットサービスとの連携で子ども・若者にも訴求
10代を中心とする子ども・若年層との接点を拡大

東京2020 とその先の共生社会実現に向けて

午後7時・8時台は、家族そろって楽しめる時間帯として強化。放

SNSで バズった 番組を戦略的に再放送し、
その反響も併

多彩な趣味の世界や最新の情報を紹介し、10代男女に新

パラリンピック競技やパラアスリートの認知度向上に関する

送回数1,000回を超えた
「ガッテン！」
は水曜日の定時放送に加え

せて紹介する
「NET BUZZ」
を継続。若者世代に向けた音楽

たな扉を開くきっかけを与える
「沼にハマってきいてみた」、10

情報を、定時番組の中で重点的に放送。子どもたちがパラス

て、
月1回程度、72分拡大版を放送。同じく水曜日午後8時15分

番組「シブヤノオト」
は月１回からウイークリー化。
さらに「よるド

代特有の悩みに寄り添い応援する
「♯ジューダイ」
など、10代

ポーツやパラアスリートとふれあうことで、障害とともに生きるこ

からは、地域の温泉文化や人々とふれあう
「サンドのお風呂いただ

ラ」枠では年間4シリーズの若者向けドラマを放送するなど、新

向け番組の内容を充実。
また、気楽に見ているうちに英会話

とへの理解を深めるような企画、有効で必要なユニバーサル

きます」。土曜日には、
ふだん聞けないお金のヒミツを探る教養バラ

たな放送サービスや番組を引き続き開発・強化しました。

のスキルが身につく中学生向けの英語番組「知りたガールと

放送のあり方を探る企画など、
さまざまなトライアルを行います。

学ボーイ」
を新設するとともに、家族そろって楽しめるアニメー

エティー
「有吉のお金発見 突撃！カネオくん」
を新設しました。
午後10時・11時台は、現役世代の多様なニーズに応える時間
帯として強化。
どん底から知恵と工夫で大逆転を成し遂げた人々

東京2020、そしてポスト2020を見据えて
「グッと！スポーツ」
を水曜日午後7時台に移設し、
月1回72

ション番組など、
過去の作品からも厳選して放送します。

好奇心を刺激する教養エンターテインメント番組
を開発

インターネットとの連動、子どもの 体験 サポート

午後10時・11時台は、20〜50代の視聴者のみなさまが

める大河ドラマ
「いだてん〜東京オリムピック噺
（ばなし）
〜」や

教育・健康・生活実用ジャンルの番組とポータルサイトの連

「どれか一つは選びたくなる」多様なジャンルのラインナップを

「サンデースポーツ2020」
などの定時番組と、
さまざまなジャン

携を充実し、視聴者のみなさまに役立つサービスの提供に努

そろえました。科学の発展の陰に隠れた 闇 の部分に注目する

ルの特集番組を適時適切に放送。
また、誰もが参加できる

めます。
また、3〜7歳をターゲットにした子ども向けのインター

「フランケンシュタインの誘惑E＋」
を新設。漫才やコントの中に

新しいエンターテインメント番組などの開発を進め、共生社会

ネットサービス「ＮＨＫキッズ」
と連動した番組「あそビーバー

潜むコミュニケーションスキル、発想力をビジネスに生かす技を伝

への理解を深めていきます。

〜Eテレあそびセレクション〜」
を新設。動画視聴から工作・昆

授する
「芸人先生」
など、大人の視聴者のみなさまニーズに応え

国内外のさまざまなテーマをタイムリーかつ多角的に伝えるとともに、

虫採集などのリアルな
「遊び活動」に誘導するコンテンツを通

る硬軟取り混ぜた番組を
「Eテレセレクション」
として開発します。

ＮＨＫの全国ネットワークを駆使した調査報道にも積極的に取り組

して、子どもたちの新しい体験をサポートします。

の物語を紹介する
「逆転人生」
を月曜日に新設。木曜日の「世界は
ほしいモノにあふれてる〜旅するバイヤー 極上リスト〜」
は放送時
間を50分に拡充。

社会的な課題、公共メディアへの進化を目指して
「クローズアップ現代＋
（プラス）」
は、放送時間を30分に拡大。

みます。
また、視聴者のみなさまから寄せられる情報を精査・分析し、
放送やネットなどを通じて議論を重ね解決策のヒントを考える オー
プンジャーナリズム の可能性も探っていきます。

分に拡大して放送。オリンピック・パラリンピックへの機運を高

地域の魅力を全国に発信

定時放送時間および比率（週間）

木曜日と金曜日の午後3時台に地域放送局で制作した番
組を全国に向けて発信する
「にっぽん ぐるり」
を新設するほか、
引き続き生放送番組「ごごナマ」
でも地域の魅力を伝えていき

教養

教育

20.6%
28時間34分

76.5%
１06時間19分

合計138時間55分

報道
2.9%
4時間02分

ます。
定時放送時間および比率（週間）

合計１６８時間００分

教養

教育

報道

娯楽

24.3%
40時間45分

10.9%
18時間22分

４0.7%
68時間20分

２4.1%
40時間33分

「♯ジューダイ」

「知りたガールと学ボーイ」

「いだてん〜東京オリムピック噺
（ばなし）
〜」

「シブヤノオト」
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「ハートネットTV」

「芸人先生」
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ライブ感あふれる情報チャンネルとして
スポーツ、国際、地域、
ドキュメンタリーの各分野を進化
東京2020 へ高まる関心に応えて！

地域の魅力や課題を積極的に発信！

日曜日午後5時台にパラリンピック関連番組を新設。パラス
ポーツの魅力を深く楽しく伝え、ワクワク感 を高めます。
また、

個性と見応え満載の“スーパーモアチャンネル”
時間帯ごとにターゲットを明確化
週末の魅力ある超大型特集番組の充実

金曜日・土曜日午前0時台に「にっぽん ぐるり」
を新設。地

土曜日夜間の「スーパープレミアム」
を継続します。自然・紀

月曜日に「梅沢富美男と東野幸治のまんぷく農家メシ！」
を

域の視点で制作された良質な番組を全国に向けて積極的に

行・歴史・
ドラマなど、多様なジャンルのスケール感あふれる超

移設し、平日午後7時台は地域の魅力を紹介する時間帯とし
て充実を図ります。

継続番組をニーズに合った時間帯に移設し、
オリンピック・パ

発信。
また、
ＮＨＫの地域放送局でも広く放送されているランニ

大型特集番組を月1回程度放送し、
新たな視聴者層獲得を目

ラリンピックへの関心を高めます。

ングの情報番組「ラン×スマ〜街の風になれ〜」
と自転車の情

指します。

世界や日本の今を伝える

を拡大し、
存在感を高めます。

報番組「チャリダー★〜快汗！サイクルクリニック〜」
は放送枠

見応え十分なドキュメンタリー
素材の強さと圧倒的なスケール感で視聴者のみなさまを
ひきつけるBS１スペシャル。日曜日午後10時に加えて土曜日

意見やアイデアが生きる！視聴者参加番組の充実
地域の人々が自分たちの地域を元気にするアイデアを競い、

定時番組の充実で夜間帯を強化
若い世代に向けた番組を強化

けではなく、世間を揺るがした事件やいにしえの伝説などに幅

ミーツ」
を新設し、若い世代に向けた時間帯として強化。
また日

を広げて検証する
「ダークサイドミステリー」
を新設し、幅広い

曜日午後10時台は、
これまで不定期に放送していたバラエ

視聴者のみなさまの期待に応えます。

それを映像化する番組「ザ・ディレクソン」は、防災など新たな

ティー豊かなエンターテインメント番組を
「BSエンターテインメ

にBS1の強みを生かした番組を提供します。

テーマでの議論や参加者の幅を広げて制作。視聴者のみなさ

ント」
と冠した枠で放送。視聴者のみなさまに伝わりやすいよう

まがともに集い議論することで、分断傾向が懸念される社会の

定時性を強化しました。

合計１６8時間00分

教養

教育

報道

娯楽

22.2%
３7時間17分

14.1%
23時間38分

49.5%
83時間18分

14.2%
23時間47分

「ダークサイドミステリー」
を発展させ、
これまでの超常現象だ

平日午後11時台は「ガイロク
（街録）」
「渡辺直美のナオ

午後10時にも100分で放送可能な枠を設け、
これまで以上

定時放送時間および比率（週間）

地域の魅力を発信する時間帯

ネットワーク化をサポートします。

定時放送時間および比率（週間）

合計168時間00分

教養

教育

報道
報道

娯楽

41.5%

19.6%

1.7%

37.2%

69時間40分

32時間56分 2時間48分

62時間36分

「ダークサイドミステリー」

「梅沢富美男と東野幸治のまんぷく農家メシ!」
「武井壮のパラスポーツ真剣勝負」

「チャリダー★〜快汗！サイクルクリニック〜」

「ガイロク
（街録）
」

「渡辺直美のナオミーツ」

「パラ×ドキッ！」
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「ラン×スマ〜街の風になれ〜」
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番組編成のポイント

多様な知的欲求に応える
番組を放送
“東京2020”に向けて
加速する国際化に対応

日々の暮らしに役立つ情報を深くわかりやすく
いざという時には命を守る情報をきめ細かく
ラジオ第１放送
平日早朝帯のニュース・情報番組をリニューアル

現役世代、
インターネット
世代の期待に応えて
音楽・芸能ジャンルの番組を
バランスよく
FM放送

ラジオ第２放送

土日の日中は家族で楽しめる番組を拡充

東京2020 に向けて英語番組を充実

平日夜間帯の ポップスゾーン を強化

一日の始まりに欠かせない情報を伝える番組「マイあさ
！」
を

土曜日は
「石丸謙二郎の山カフェ」
を1時間拡大。
日曜日の

「エンジョイ・シンプル・イングリッシュ」
では、増加する訪日外

午前5時〜8時台に新設。
「マイあさラジオ」
から平日の放送枠

午前は、夏・冬の特集番組として人気の「子ども科学電話相

国人を迎えるおもてなしの表現とともに、
日本各地の魅力を伝

ティストにとどまらず幅広い音楽ジャンルを紹介。
また、母と子

を拡大、
お得な生活情報や最新のニュース・経済情報をコン

談」
を週1回、午後はアーティストの歌詞にまつわるエピソード

える表現などを盛り込み、
コミュニケーション力のアップに貢献。

をターゲットにした番組を、
午後11時台のラインナップに新設。

パクトにまとめて伝え、現役世代が忙しい朝の時間帯に きょう

を紹介する
「うたことば」
を新設。幅広い世代のリスナーがゆっ

小学生向け英語番組「基礎英語0」の時間を拡大、内容を充

午後9時〜午前0時台の ポップズゾーン を充実させ、現役世

欲しい 情報をいち早く届けます。

たり聴き続けられる時間帯として定着を図ります。

実しました。

代にアピールすることでリスナー層の拡大を目指します。

平日夜間エンターテインメントゾーンの刷新

定時放送時間および比率（週間）

アジア言語によるニュースゾーンを新設

1年限定で放送する番組を提供

平日午後8時・９時台は、人気お笑い芸人やアイドルグルー
プをメインパーソナリティーに起用した多彩なジャンルの娯楽番
組で、若い世代や現役世代の獲得を目指します。
インターネット

教養
２4.4%
41時間03分

教育
教育
2.7%
4時間34分

報道

合計168時間00分

娯楽

49.8%
83時間40分

ラジオの「聴き逃し」サービスを意識した50分サイズのライン

23.1%
38時間43分

「miwaのミューズノート」
をリニューアルし、洋楽女性アー

来日する外国人の中でも特に増加しているベトナム、
インド

マイケル・ジャクソンの没後10年に合わせて、
その足跡と功

ネシアの人々に向けたサービスとして、既存の多言語ニュース

績を振り返る番組を1年限定で放送。幅広い世代に愛される

ゾーンの中に「ベトナム語ニュース」
「インドネシア語ニュース」

マイケルの魅力を年間を通じて伝えつつ、新規リスナーの獲得

を新設しました。

を図ります。

ナップで、
「いつでも、
どこでも」聴きたいリスナーの期待に応え
ます。

定時放送時間および比率（週間）

合計130時間30分

教養

教育

報道

15.8%
20時間36分

71.6%
93時間24分

12.6%
16時間30分

聴取ターゲットを明確にしたゾーンへ
伝統音楽番組を移設
邦楽、
クラシックなど伝統音楽のファンが多いFM放送に
「民謡をたずねて」
をラジオ第1から移設。
また、午後7時〜９時
台の クラシックゾーン を強化。日曜日午後8時台の「リサイタ
ル・ノヴァ」
をリニューアルし、取り上げる演奏者を中堅層まで
広げて、
より熱量の高い番組を放送します。

定時放送時間および比率（週間）
教養
41.6%
69時間08分

「マイあさ!」

教育
教育
5.6%
9時間10分

報道
14.5%
24時間07分

合計166時間09分

娯楽
38．
3%
6３時間44分

「石丸謙二郎の山カフェ」

「miwaのミューズノート」

NHKラジオ
キャラクター

「らじる」
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国際放送

日本とアジアの今を世界に伝えます

ラジオ国際放送「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」
日本のニュースや話題を17の外国語で世界に伝えています。地域の

ＮＨＫの国際放送「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」。

特性や受信環境に合わせて送信枠を設定し、短波、FM波、中波、衛星、

テレビとラジオ、
インターネットで、
日本やアジアの情報を全世界に発信しています。

インターネットと、
多様な手段で情報を発信しています。
安全・安心に役立つ情報の発信強化に向け、災害や大きな事件・事
故の際に最新のニュースを的確に伝えるとともに、防災・減災について

テレビ国際放送「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」

の日本のノウハウなどを世界のリスナーに向けて発信します。訪日・在留
日本やアジアの情報を取り上げたニュースや多彩な番組を、
1日24時間、
英語で世界に向けて発信しています。
衛星放送やケーブルテレビなどを通じて、約160の国と地

2020年目前。激増する訪日・在留外国人に向けた情報発信
インバウンドだけでなく、外国人材の増加が見込まれる
2019年。訪日・在留外国人に向けた番組のラインナップを強

■放送言語

域の約3億5千万世帯で視聴可能です。パソコンや、
スマート

化しました。

フォンアプリなどで放送と同時にインターネットでもご覧いただ

多言語展開とスマートフォン向けコンテンツを拡充

けます。
また、
日本国内でも、
パソコンやアプリでの視聴に加え、

英語

「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」のテレビとラジオで連携して多言

ケーブルテレビやIPTVで視聴できるところが増えています。

語番組を制作するほか、
より進んだ日本語を学習できる番組を

2019年度の改定のポイント

開発します。
また、
日本の科学技術や旅行情報を紹介する番

インターネットで常に最新ニュースにアクセス
毎正時のニュースでは、前半に最新ニュースをまとめ、後半
は、掘り下げた情報をアジア、
ビジネス、企画などジャンルごと

外国人向けにラジオ第２放送と連携し、最新情報を届けます。
また、
イン
ターネットでも活用できる日本語学習コンテンツの充実を図ります。

組など、
スマートフォンでも視聴しやすい10〜15分サイズの番

アラビア語

ベンガル語 ビルマ語

ヒンディー語 インドネシア語

ハングル

中国語 フランス語

ペルシャ語

放送時間や周波数はこちらからご覧ください。

ポルトガル語

ロシア語 スペイン語 スワヒリ語 タイ語 ウルドゥー語

ベトナム語

www.nhk.or.jp/nhkworld/ja/information/brochure

インターネットサービス

組の放送枠を拡充しました。
「国内・国際連携」の一層の推進

に伝えます。ニュースをスマートフォンやパソコンで見やすいサ

2020年に向け、
スポーツやドラマ、音楽など多彩な日本の

イズに再構成し、
オンデマンド視聴のニーズに応えます。台風

魅力を発信する番組や、
ＮＨＫならではのドキュメンタリー、地域

や地震などの災害時には、総合テレビとの連携を強化するとと

放送番組の英語化を積極的に進めるほか、総合テレビやＢＳ

もに、SNSを通じたライブ配信、多言語によるニュース発信を

１で放送する日本語化番組を充実させるなど、国内放送とのマ

推進します。

ルチユースを推進します。

テレビやラジオのニュースや番組を、放送と同時のライブストリーミン
グとオンデマンドで配信しています。
ウェブサイト、
スマートフォンアプリな
どを通じてご覧いただけます。

nhk.jp/world
放送後のテレビ国際放送の番組をご覧いただけるVOD（ビデオ・オ
ン・デマンド）
サービスでは、一部の番組で、中国語、
インドネシア語、
タイ
語、ベトナム語などの字幕版や音声吹き替え版を提供しています。オン
デマンドサイトでは、地図から探したり、一部のコンテンツはチャプターか

■2019年度の主な番組

ら再生することなどができます。

専用の無料アプリをダウンロードすれば、
スマートフォンや
タブレット端末などで、
どこでも簡単に視聴できます。

SNSでも、
番組情報やニュース、
ショート動画を配信しています。
NEWSLINE ASIA 24
（月）〜（金）後1:00〜1:28

NHK NEWSLINE

NEWSLINE BIZ
（月）〜（金）後3:15〜3:23

日本・アジアの24時間以内の重
最新経済ニュースをコンパクトに
要情報をせき止め、
アジア各地か
テンポよく、時にはゲスト解説など
らの中継なども交えながら発信す
も交えて伝えます。
る、
「NHK NEWSLINE」拡大版。

NEWSLINE IN DEPTH
（月）〜（金）前9:15〜9:28

注目ニュースの深掘りから、
ロー
カルのきらりと光る話題まで、
日
本・アジア・世界の出来事の真相
をジャンルを問わず発信。

（月）〜（金）毎正時〜（15分、20分）

また、
インターネットサービスでは、17の外国語に加え、
トルコ語のサー
ビスも開始しました
（サービスやコンテンツにより展開している言語は異
なります）
。

ＮＨＫ華語視界
中国語のニュース、
そして旅・ポップカルチャー、

（土）〜（日）毎正時〜（10分）

ドキュメンタリーなどの番組を編成し、
インターネッ

メインニュース番組。毎日毎正時から、
日本・アジアを
中心に世界の最新ニュース、経済情報、気象情報
などを伝えます。

トで配信しています。
ライブ配信後にオンデマンド
でもご覧いただけます。

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/zh/live/
WHAT S YOUR CONNECTION?
（土）前9:10〜9:20 ほか

世界各地のリスナーから寄せられた日本に関する疑
問に映像で答える番組。音声はリポーターの母国
語、映像に英語の字幕を付けるという、多言語サー
ビスとテレビ番組が合体した番組です。

Have A Nice Stay!
（日）前11:40〜11:55 ほか

日本を旅する人の拠点となるホテルや旅館。
そこに
は歴史、新たな工夫、受け継がれてきた心遣いがあ
ります。日本ならではのサービスがあふれる
「もてなし
の宿泊体験」
を地域の魅力とともに描きます。
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Easy Japanese for Work
（月）前9:45〜10:00 ほか

職場などで使える日本語に的を絞った番組です。実
際に外国人を採用している企業を徹底リサーチし、
実践的な 日本語のツボ を伝えます。

BENTO EXPO
（月）前9:30〜9:45 ほか

世界的にじわじわと広がっている
「BENTO」
カルチャーのファンをつ
なぐ視聴者参加番組。番組ホーム
ページに寄せられた数々のレシピを
紹介します。

SONGS OF TOKYO
（月）前0:10〜0:38 ほか

最先端のJ-POPを世界に発信しま
す。注目の日本アーティストの最新
パフォーマンスを中心に、外国人か
ら見た魅力を掘り下げます。

在外邦人向けサービス

▼日本語テレビチャンネル
「ＮＨＫワールド・プレミアム」
海外に住んでいる、
あるいは、海外旅行中の日本人のため

▼日本語ラジオチャンネル
「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」
在外邦人向けに、
ニュースや情報番組、
スポーツ中継、音

に、
ニュース・情報番組に加え、
ドラマ、音楽番組、子ども番組、

楽番組など、多彩な日本の情報を伝えるとともに、
「 海外安全

大相撲中継などのスポーツ番組など、幅広い分野の番組を、

情報」
で安全と安心を支える情報を発信しています。

国内4波から抜粋し、1日24時間編成しています。
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デジタルサービス

放送とインターネットによるサービス
4K・8Kデータサービス

インターネットラジオ

2018年12月1日、新たな映像チャンネルとして4K・8K衛星放

映像の上に載っていた字幕を、映像エリアの下部に表示するも

送が開始されました。
この4K・8K放送に付随してデータなどを提

ので、
これまで映像の上に字幕が載ったことで、映像が見にくいと

ターネットでお聞きいただけるＮＨＫネットラジオ
「らじる★らじる」。

供するのが「4K・8Kデータサービス」
です。主なサービスは、放送

いった声に対応するものです。また、動画サービスについては、

マンションなど建物の中、山間部や外国電波の混信などによって

2017年10月からは民放のインターネットラジオ
「radiko」
を通

予定
（テキスト情報）
、字幕サービス、動画サービスです。
このうち、

2019年度内にサービスを開始すべく準備を進めており、主に番

ラジオ放送が聞こえにくい状況を改善するために2011年9月から

じて5地域
（関東広域の1都6県、宮城県、広島県、愛媛県、福岡

字幕サービスは2019年3月1日にサービスを開始。これは、従来

組広報動画などを提供する予定です。

始まりました。2016年9月から、
それまでの東京・大阪・名古屋・仙

県）
に実験的な配信を行い、2018年度からはこれを全国に拡大。

ＮＨＫのラジオ第１・ラジオ第２・ＦＭ放送の内容をそのままイン

サービスを提供しています。
さらに、2018年10月からは一部のコ
ンテンツを活字でも楽しめるように
「読むらじる。」
を開設しました。

台エリアに加え、札幌・広島・松山・福岡エリアの「ラジオ第1」
と

2019年度からは
「ラジオ第１」
と
「ＦＭ」の２波での本格運用とな

「ＦＭ」の配信が始まり、全国放送の「ラジオ第2」
と合わせて全国

りました。スマートフォンで、
パソコンで、
ラジオを再び多くの方々の

の放送がインターネットを通してクリアな音質でお楽しみいただけ

生活の一部にしていただきたい。そのためにNHKラジオはインタ

るようになりました。2016年11月からは、
「 地域放送局ラジオ番

ーネットによるサービスをさらに充実させていきます。

組の聞き逃しサービス」
を開始。
「らじる★らじる」
で配信していな
い地域放送局の番組を中心に、30局程度の番組の聞き逃し

データサービス画面

nhk.jp/radio

字幕サービスイメージ

ハイブリッドキャスト
2013年にサービスを開始した放送通信連携サービス
「ハイブリ

大河ドラマ
「いだてん」
では、
ドラマの撮影に使われたロケセットの

ッドキャスト」。独立型コンテンツでは、24時間いつでも最新のニ

全体像をぐるりと見回すことができる
「360°
ギャラリー」や、番組

ュースが見られる
「NEWS WEB」
をご利用いただけます。また、

紹介動画などのサービスを実施しています。
NHKネットラジオ「らじる★らじる」
スマートフォン画面
NHKネットラジオ「らじる★らじる」
ＰＣ版

データ放送
「データ放送」
では、
ニュースや気象情報、地震・津波情報、
さ
まざまな番組の情報などをリモコンの「ｄボタン」
を押すだけで、
い
つでも見ることができます。2015年からは、総合テレビ・Ｅテレと

組の情報などを提供しています。BS1では、
プロ野球、Jリーグなど
の「スポーツ」情報を提供しています。
また、
テレビをインターネットに接続することで、気象レーダーな

２０１９年度インターネットサービス実施計画の概要
ＮＨＫは総務大臣の認可を得て
「インターネット実施基準」
を定

BS1・BSプレミアムのテレビ4波のトップ画面デザインを共通化し、

どのサービスや、
リモコンでクイズに答えるなどの双方向機能を生

め、各年度の「インターネットサービス実施計画」
を策定・公表し、

より使いやすいデザインとしたほか、
「 地震・津波・火山」の情報を

かしたサービスなどもご利用いただけます。

これにのっとりインターネットサービスを実施しています。

4波共通のサービスとして提供しています。
総合テレビでは、各地域向けの「ニュース」や「防災・生活情

総合テレビ、
Ｅテレのワンセグ放送でもデータ放送をご利用い
ただけます。

報」
など地域向けサービスを実施しています。
Ｅテレでは、
アニメ番

２０１９年度は、経営計画
（2018-2020年度）
に掲げた6つの

につながるサービスを提供します。
時限的な取り組みとして、2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けた各種取り組みを実施し、最先端の技術を積極
的に活用した新たなサービスを通じて、技術の進歩発達の先導

「公共的価値」
を、
みなさまの暮らしの中で、
「いつでも、
どこでも、

的役割を果たしながら、質の高いスポーツ文化の創造に寄与しま

より深く、
より身近に」実現するため、放送を太い幹としつつ、
イン

す。
また、障害のある人も積極的に参加・貢献できる
「共生社会」

ターネットも積極的に活用して、公共メディア への進化を目指し

への理解を深めるとともに、人種・国籍・性別などの違いを超えて

ます。
放送番組のジャンルごとに、
「ニュース
（報道・解説）」
では、世
の中の課題や最新事情、信頼できる情報を、多様な意見や考え
方に触れられるように配慮しつつ、
より早く、
より深く、
よりわかりや
すく伝えます。
「スポーツ」
では、東京オリンピック・パラリンピックを前に、国内
外のさまざまなスポーツイベントで、新しい技術を積極的に活用し
ながら、新鮮な切り口や演出に挑戦します。
また、
「 生活」
「教育・

多様な価値観を認め合う社会を目指した東京オリンピック・パラリ
ンピック関連サービスを実施します。
国際放送番組は、
インターネットでの同時提供とオンデマンド
提供を行います。
有料のＮＨＫオンデマンドは、
コンテンツを充実し利便性の向
上に努め、
サービス向上に取り組みます。
これらの業務実施結果は年度終了後にまとめて公表し、多角
的な評価を行って、
サービスの充実に取り組みます。

科学・教養・福祉」
「娯楽」
「大型企画」でも、
より深い番組理解
総合テレビ データ放送トップ画面
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Eテレ データ放送トップ画面
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デジタルサービス

デジタル時代の楽しいコンテンツ・便利なサービス

ＮＨＫオンデマンド
ＮＨＫオンデマンドは、
ＮＨＫが放送した番組を有料で配信するビデオ・オン・デマンド
（ＶＯＤ）
サービスで、国内でのみ視聴、利用が可能
です。月々500〜600本の番組
（ニュースを含む）
を、放送の当日または翌日から約２週間
（ニュースは１週間）
配信する
「見逃し番組」
サー
ビスと、過去に放送した番組およそ7,０００本を配信している
「特選ライブラリー」
サービスがあります。

ＮＨＫオンライン
ＮＨＫの、
インターネットのいわば「顔」
と
して1995年に開設された「NHKオンライ
ン」
は、
スマートフォン、
タブレットでも使いや
すいようにデザインを一新させ、
これから放
送する番組の情報量も充実させました。
NHKオンラインではニュース、気象情報
をはじめ、
テレビ・ラジオの番組表、番組の
見どころや放送予定を掲載した各番組サ
イト、
イベント案内、受信契約の受け付け、
経営情報、問い合わせ窓口、視覚障害者
向けの読み上げソフト用サイトなどが主な
サービス内容です。
また、
より多くのみなさまにNHKの番組
やサービスをご理解いただくため、外部ソ
ーシャルネットワーキングサービス
（SNS）
を
活用しています。
また、緊急時の災害情報
などをいつでもどこでもアクセスしていただ
けるように、NHKオンラインはネットを使っ
た放送の同時提供の入り口にもなってい
ます。
パソコン、
スマートフォン、
タブレット端末、
インターネットにつないだテレビやケーブルテレビなどで視聴する方法があります。
▼本サービスには、

安全・安心情報の拡充
災害時に市区町村が配信する避難指
示・避難勧告などの情報をデータ放送や

〈視聴方法〉
①パソコン、スマートフォン、タブレット端末で

ホームページに掲載するサービスを2012

②インターネットにつないだ
テレビやケーブルテレビなどで

年1月から開始しています。配信する自治
体の数が増えるのに伴い、2019年度も

スマートフォン

順次サービスを拡大していきます。

TV

TV

CATV回線／
IPTV回線
タブレット

PC

インターネットにつなぐ

セットトップボックス

〈購入方法〉
本サービスは有料のサービスです。番組はすべて単品で購入可能
（ニュースを除
く）
で、
１本あたり100〜200円
（税別）
となっています。
また、
ニュースを含むすべての
「見逃し番組」
が見放題となる
「見逃し見放題パック」
と、
「 特選ライブラリー」
が見
放題となる
「特選見放題パック」
を、
それぞれ月額900円
（税別）
で提供しています。
いただいた利用料金は、番組を配信するための権利処理や機器・回線などの

ＮＨＫオンデマンドコールセンター

電話番号 05 70−083333
上記の電話番号につながらないIP電話、
携帯電話などからの場合は03-6743-6777
（受付時間 9:30〜22:00）

費用に充てられています。
ご利用方法などに関しては、右記のご案内窓口までお気軽にお問い合わせく
ださい。

http://www.nhk-ondemand.jp
（2019年4月1日現在の情報です）
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災害報道の体制と強化

海外取材網

いざという時に命と暮らしを守る報道

世界のニュースを速やかに、わかりやすくお伝えします

東日本大震災の教訓を踏まえ、
ＮＨＫは、
どんな災害の時に

ローカル放送を積極的に行う
「ローカルファースト」の方針を打

もみなさまの生命・財産を守る放送を続けるために設備や体制

ち出しました。できるだけ詳しい地名や避難場所を伝え、災害

を強化する取り組みを進めています。

の最新状況を記者や気象予報士が「リアルタイム」
で解説す

被災地の状況をいち早く伝えるのに力を発揮するのが、
ヘリ

るなど、
きめ細かい地域情報の発信強化を進めています。

グローバル化が進み、視聴者のみなさまの国際ニュースへ
の関心はますます高まっています。
アメリカ第一主義を掲げるトランプ大統領の動き、
史上初の
米朝首脳会談の後も先が読めない北朝鮮の動向、中国、韓
国と日本の関係、総選挙や大統領選挙が相次ぐアジアの情

コプターやロボットカメラの映像です。東日本大震災では、大

さらに、
テレビやラジオだけでなく、
インターネットやスマート

津波の状況を刻々と生中継で伝えました。
ＮＨＫは、全国でヘ

フォンのアプリ、
データ放送などを多角的に使い、災害情報や

勢、
内戦が続くシリア、
イギリスのEU離脱をめぐる政治的混乱、

リコプターを15機運用し、
ロボットカメラを約750か所に設置し

避難情報、生活情報などを的確に伝えるための取り組みを進

そして米中貿易摩擦に揺れる世界経済など、世界の出来事、

ています
（簡易のＷＥＢカメラなど含む）
。ヘリコプターからの映

めています。特に、各地の放送局が地域のみなさまに向けて、

課題を速やかに、
わかりやすくお伝えすることが公共メディアと

像を中継する機能の強化やロボットカメラの整備を進めて、少

テレビ、
ラジオの特設ニュースやＬ字放送、
データ放送、
ホーム

してのNHKの重要な使命です。

しでも被害を減らすことができる放送の実現を図ります。

ページなどさまざまな手段で、
身近な情報をきめ細かく発信でき
るよう体制を整備しています。
また、増え続ける国内の外国人

日夜、取材にあたっています。海外で取材をし、現地から直接

なくなった場合を想定したバックアップ機能の強化も進めてい

へ災害情報を伝えるため、英語の速報スーパーやテレビから

伝えることを大原則としています。

ます。こうした場合、東京の代わりに大阪放送局から全国に

「NHKワールド JAPAN」への誘導の取り組みを進めています。
地震・津波が発生した時、
いち早く対応できるよう東京の

道と技術の担当者による 緊急展開チーム を編成し、
いつで

を出すとともに、首都圏からも情報を発信できるよう、体制の整

ニュースセンターでは、毎日訓練を行っています。各地の放送

もどこにでも取材に出られる態勢を整えています。NHKは国際

備や訓練に取り組んでいます。

局でも、実践的な災害対策訓練を行うなど、
いざという時に一

報道をさらに充実させていきます。

人でも多くの命を救う災害報道を実現させるため、取り組みを
進めていきます。

欧 州
（ヨーロッパ総局）
パリ
ロンドン
ブリュッセル
ベルリン
ウィーン
モスクワ

ています。
災害が起きた時に多くの人の命を救えるように、放送内容
の改善にも取り組んでいます。大津波警報や津波警報が出

中東・アフリカ
カイロ
エルサレム
テヘラン
ドバイ
ヨハネスブルク

た場合には、
すぐ避難してもらえるように、強い調子で避難を呼
びかけています。津波警報などを伝える画面もできるだけ簡潔

オセアニア
シドニー

な表現に見直すなど、
「見て、聞いて、
すぐ分かる」災害報道に
努めています。
また、
2018年7月の西日本豪雨などの経験から、

ワシントン支局

ソウル支局

また海外での大規模なテロ事件や災害に即応するため、報

ニュースを出すことになります。大阪放送局から継続して放送

南海トラフ巨大地震にも備え、被害が想定される地域を中

アジア総局

NHKは、
海外30か所に取材拠点を置き、82人の特派員が、

首都直下地震などで東京の放送センターから放送が出せ

心に取材や放送に関わる設備の強化や、体制の整備を進め

ジャカルタ支局

アジア・極東
北京
（中国総局）
上海
広州
香港
台北
ソウル
（アジア総局）
バンコク

北アメリカ
ニューヨーク
（アメリカ総局）
ワシントン
ロサンゼルス

マニラ
ハノイ
シンガポール
ジャカルタ
ニューデリー
イスラマバード
ウラジオストク

ニューデリー支局

南アメリカ
サンパウロ

災害の危険性を
「自分のこと」
として受け止め、避難などの行
動につなげてもらうために、災害切迫時には地域放送局から
津波情報画面の例

海外総支局の体制
ロボットカメラで撮影した津波

災害を分析・検証する番組

災害報道で力を発揮するヘリコプター

NHK海外取材拠点
30拠点
2019年4月現在

データマップの画面：ＷＥＢサイト「あなたの天気・
防災」、ニュース・防災アプリからアクセスできる
テレビから「NHKワールド JAPAN」に誘導するため、画面に二次元コードを表示
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河川水位の状況を示したデータ放送画面
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国際協力・国際貢献
「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール

世界の仲間とともに

「日本賞」
は、映像やデジタル技術を用いた教育コンテンツ
の国際コンクールです。世界各地から応募される作品の表彰
や教育番組企画の制作支援を通じて、世界の教育コンテンツ

国際共同制作
国や文化によって異なる番組の制作手法を融合させ、国際

海外の放送連合との協力
〜ＡＢＵ
（アジア太平洋放送連合）
〜

の質的向上と国際理解への貢献を目的としています。近年は
優秀作品の上映会などその成果を積極的に活用する活動に
も力を入れており、
また期間中に開かれるイベントは、教育とメ

色豊かな番組を制作していくうえで有効な手段として、NHKは

1964年にＮＨＫなどが呼びかけて組織されたＡＢＵ
（アジア

ディアの未来について参加者が活発に意見を交わし、交流す

国際共同制作を積極的に行っています。1980年代より海外

太平洋放送連合）
は、40億人以上の人たちが暮らすアジア

る場にもなっています。
４６回目となる２０１９年は１１月１日〜８

の放送局や制作会社などと継続的に国際共同制作を行って

太平洋地域の放送の発展を目指して活動しています。
ＡＢＵに

日に開催の予定です。

おり、過去30年間でおよそ1,100タイトルの番組を制作してき

は、2019年2月末現在、76の国と地域の270以上の放送機

ました。2018年度に放送した国際共同制作番組は55タイト

関などが加盟しており、
ＮＨＫは中心メンバーとして、放送を通じ

ル、175本でした。

た国際貢献を進めるために、番組や技術面での協力を行って
います。
ＡＢＵの活動には、
ＮＨＫが提唱して始まった
「ＡＢＵロ

番組の購入、提供と番組提供協力

ボコン
（ロボットコンテスト）」や参加放送局がニュース映像を

映画やドラマ、
ドキュメンタリー、
エンターテインメント、
クラシッ

交換する
「アジアビジョン」、子どもドラマやドキュメンタリー番

ク、
アニメなど多岐にわたるコンテンツを外国から購入し、放送

組などの共同制作や交換、
そして技術支援や国際規格の調

しています。

整などがあります。

一方、
ドキュメンタリーやドラマなどさまざまな番組をNHKエン

また、
ＰＢ
Ｉ
（国際公共放送会議）
の中心メンバーとして会議

タープライズ（NEP）
などを通じて海外に提供しています。

の運営に携わるとともに、
ＥＢＵ
（ヨーロッパ放送連合）
などとも

2018年度は、世界の29の国と地域の放送機関などに、

活発な交流を行っています。

国際コンクール
受賞

NHKはより豊かな放送文化の実現を目指して、
多くの国際コンクールに積極的に参加して
います。NHKの番組のテーマや構成、映像の質などは高い評価を受け、数々の受賞を果たし
てきました。
コンクールでの受賞をきっかけに、
海外の放送局で放送された番組もあります。

8,361本の番組を提供しました。アニメ
「ラディアン」
は全世界
規模で配信されたほか、連続テレビ小説も
「半分、青い。」
「わ
ろてんか」
さらに
「おしん」
など、
アジアを中心に高い人気を誇っ
ています。洋の東西を問わず定評のある自然・科学の分野で
は、NHKスペシャル「人体」
が高い支持を得ました。
また相互
理解の促進やODA対象国の文化・教育の発展を目的に、

ハートネットTV+

NHKインターナショナルが窓口となって、発展途上国などの放

・イタリア賞 イタリア共和国大統領特別賞
ウェブ ノンフィクション部門 「イタリア賞（最優秀賞）」

「ビーだま・ビーすけの大冒険スペシャル！
〜黒玉軍に気をつけろ〜」

送機関に番組を提供しています。国際交流基金による提供が
中心で、
2018年度はアジアやアフリカ、中南米の国々を含む、

生きるためのテレビ「＃8月31日の夜に。」

・プリ・ジュネス 6歳以下フィクション部門
「プリ・ジュネス
（最優秀賞）」
・台湾国際子ども映像祭
テレビ・ウェブシリーズ部門 最優秀番組賞
・チリ国際子ども映像祭 プリスクール部門 最優秀賞

世界12か国に2,490本の番組を提供しました。

国際協力・研修生の受け入れ
放送専門家の海外派遣や、各国の研修生受け入れなどの
技術協力のほか、海外放送機関との協定等に基づいて、番

2018年「ＡＢＵ総会」
（トルクメニスタン・アシガバード）

組やニュースの素材提供や共同制作などを推進しています。
NHKスペシャル「731部隊の真実〜エリート医学者と人体実験〜」

2018年度の海外研修生の受け入れは、
12か国から16人。

・アメリカ国際フィルム・ビデオ祭 ドキュメンタリー部門：歴史カテゴリー
ゴールド・カメラ賞（カテゴリー1位）

これまでに146の国と地域から3,312人を受け入れました。
ＮＨＫは、48の国と地域の67の放送機関と協力協定・協力
覚書・ニュース素材交換覚書を取り交わしています
（2019年2
月末現在）
。

特集ドラマ「眩(くらら)〜北斎の娘〜」
2018年「ＡＢＵロボコン」
（ベトナム・ニンビン）

・ABU賞 テレビ：ドラマ部門 「ABU賞（最優秀賞）」
・アジア・テレビ賞 単発ドラマ・テレビ映画番組部門
最優秀賞

ETV特集「人知れず表現し続ける者たちⅡ」
・イタリア賞

テレビパフォーミングアーツ部門

奨励賞

●受賞作品はこちらをご覧ください。http://nhk.jp/awards
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放送技術

番組の充実は放送技術が支えています

地域放送局のスタジオ4か所に導入しました。今後も、LED照明

は、
はるか３億キロの宇宙のかなたで繰り広げられる探査機

器具の採用によるスタジオ照明の省エネ化を推進していきます。

「はやぶさ２」の動静をＪＡＸＡから提供される実際のデータに基
づきＣＧで可視化し、
あたかも宇宙空間にテレビカメラを設置し
て中継しているような映像を作り上げました。
ドラマやドキュメンタリー番組では、実在しない生き物や建物、

技術の役割

実際のカメラでは撮影できないものなどをＣＧで再現してみなさ

放送を全国にお届けするための取り組み

放送は、
技術の進歩とともに発展するメディアです。
ＮＨＫは、

ＮＨＫでは、
テレビ、
ＦＭ、
ラジオによる放送サービスを全国に

放送技術の進歩において常に先導的な役割を果たし、放送

あまねくお届けするため、
それぞれの電波の特質を利用して送

の発展に貢献してきました。

信ネットワークを構築しています。
地上デジタルテレビ放送は、周波数を効率的に使えるＯＦＤ

実施しました。
さらに、1989年に衛星放送を、
2000年にＢＳデ

Ｍというデジタル変調方式を用いて、約２，
２００局の放送所で

ジタル放送を、
2003年には地上デジタル放送を開始するなど、

全国をカバーしています。

ラマの舞台である明治後期や昭和中期の東京、初めて日本
が参加したストックホルムオリンピックのスタジアムなど、
ＣＧ／

ＮＨＫでは、老朽化した全国の放送会館の建て替えを順次
行っています。
これにあたっては、災害時にも放送機能を確保

ＶＦＸ
（Visual Eﬀects）
技術を駆使して当時の様子をリアルな
映像で再現しました。

できるよう、建物の耐震性能の確保に加えて電源設備・空調

日本のみならず世界における放送技術を絶えずけん引してきま

ＦＭ放送所の多くはテレビ放送所に併設されていますが、
Ｆ

した。
そして、2018年12月には、衛星による4K・8K本放送を

Ｍ放送の電波はテレビの電波より波長が長く遠方まで届くた

開始しました。

め、約５００局の放送所で全国をカバーしています。

り返すことで発展させてきました。放送技術研究所に代表され

（High Dynamic Range）
で制作している
「いだてん」
では、
ド
本部の制作スタジオのLED照明器具導入

新放送会館

これまでＮＨＫはラジオ、
モノクロテレビ、
テレビのカラー化を

これらの成果は、
すべて
「研究」
「実用化」
「普及・成熟」
を繰

まにお届けしています。大河ドラマとして初めて４Ｋ-ＨＤＲ

ラジオ放送は、
いつでもどこでも手軽に聞くことができ、
また、

設備の機能継続にも十分配慮した設計としています。
現在、2020年に奈良、札幌、2021年に大津、佐賀、
2022年に富山、松江の各新放送会館の運用開始を目指し
て、建て替え工事を進めています。

地震や台風など災害時の重要な情報メディアです。
ラジオ放

る
「研究」
では、先進的な技術を導入し、将来の放送・サービス

送の電波はテレビやＦＭ放送の電波よりさらに遠方まで届くた

やシステムの研究に取り組んでいます。
「実用化」
では、研究

め、約２００局の放送所で全国をカバーしています。
しかし、夜

成果を活用した規格化・標準化を進め、
メーカーとも連携しな

間に混信を受けるなど聞こえにくい地域には、
ＦＭの電波を利

スポーツ中継では実写のカメラ映像にＣＧを合成するバー

がら実際の設備・機器として各現場へ導入しています。
「普及・

用したラジオ中継局をこれまでに全国で約４０局整備し、受信

チャル映像により、
これまでにない演出を可能にしています。
ゴ

成熟」
では、導入された各種設備・機器を活用して、
ニュースや

改善を図っています。

ルフ中継やカーリング中継では、
ＡＲ
（Augmented Reality）
技

番組を制作するとともに、安定した放送やサービスをお届けす
るための取り組みを進めています。
この「研究」
「 実用化」
「 普及・成熟」の一貫体制をＮＨＫは
有しており、
ＰＤＣＡを回すことで新たな放送・サービスを創造し、
放送技術の発展に貢献してきました。

CG/VFX技術で表現した町並み
（大河ドラマ「いだてん」）

これらテレビ･ＦＭ･ラジオ放送所の放送機やアンテナなどの

術を使ってボールやストーンの軌跡をＣＧで作画し、
ベースのカ

設備は、
２４時間体制で監視するとともに、
日々、保守･点検を

メラ映像に合成することで、
これまで見えなかった情報をわかり

行い、電波の安定確保を図っています。

やすく視聴者のみなさまにお伝えしました。

また、放送の良好な受信環境の維持・改善を図ることは、公
共放送としての重要な責務の一つです。

札幌放送会館
（2020年完成予定）

多彩な演出を可能にする技術

放送はさらに新しい時代へ向かっています。2020年の東京

視聴者のみなさまから寄せられるさまざまな受信相談、各種

オリンピック・パラリンピックに向け、4K・8K放送の本格普及を

電波障害に対する原因調査や改善指導を実施し、
それらに

目指して設備整備やコンテンツ開発、周知広報を推進してい

よって蓄積されたデジタル放送に関する技術情報や受信ノウ

きます。
インターネットを使ったサービスも拡大しています。
ＮＨＫ

ハウを関連業界に提供・指導するなど、良好な受信環境を守

のない映像を見せる」撮影技術の開発を目指して4Kや8Kカ

るためにさまざまな活動を展開しています。

メラを使いながらさまざまな取り組みを続けています。
「ダーウィ

は、
これからも最新の技術を活用して、未来につながる放送・

●

撮影
日々進化する技術をいち早く番組制作に応用し、
「 見たこと

ンが来た！」のような自然番組では、4Kカメラを陸上のみならず

サービスを切り開いていきます。

AR技術によるボールの軌跡
（ゴルフ中継）
●

BS4K・8K

水中にも持ち込んで生き物に接近し、見えないものが見えてく

2018年12月からBS4K・BS8K放送が始まり、
4K・8K放送

る4Kハイスピード撮影などを駆使して新たな生態の解明に一

がより身近なものになりました。初日の放送ではイタリアから

けんらん

役買っています。
「２時間でまわるヴェルサイユ宮殿」
では絢爛
豪華で陰影深い空間を流麗なカメラワークと8Kならでは解像

の場にいるかのような臨場感を味わえる作品を順次放送して

度と色表現を意識しながら撮影しています。
「ウィーン・フィル」

いきます。

や「ベルリン・フィル」
など、世界的なオーケストラの演奏会を

8K中継車
日立北テレビ放送所
（茨城県）

朝日ＦＭ放送所
（山形県）

萩ラジオ放送所
（山口県）

8K収録放送し、
「 第69回NHK紅白歌合戦」
ではBS8K放送

NHKで初めて全編4Kカメラで撮影を行い、毎回4K放送分と
2K放送分の2つの番組を同時に制作しています。4K・8K放

をお届けしました。
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映像・CG
昨今の番組制作には、
ＣＧ
（コンピューターグラフィックス）
技

送は、2K放送に比べて色や明るさの表現範囲が広がってい
るため、
ドラマの雰囲気を忠実に表現することができます。
また、
「 SONGS」や「クラシック倶楽部」
などの音楽系番組

ＮＨＫでは、
スタジオ照明設備の消費電力の削減に積極的

術が数多く使われています。多種多様で膨大なデータを処理

に取り組んでおり、従来の白熱灯に代わる照明器具として、

してリアルタイムに映像化するシステムにより、科学番組では

8Kでは、｢ベルリン・フィル｣や｢乃木坂46｣などの国内外の

LED照明器具の導入を進めています。

効率的なデータの視覚化を実現し、
ニュースではリアルタイム

コンサートを超高精細映像と22.2マルチチャンネル音響で制

LED照明器具は、従来の白熱灯に比べ消費電力をおよそ

22.2ch音声編集室

2019年1月から放送している大河ドラマ｢いだてん｣は、

で初の生中継を行い、体感から体験へと臨場感あふれる映像
●

環境経営の取り組み

8K、南極から4Kの生中継を行いました。4K・8K放送では、
そ

でも表現豊かな4Kで制作を進めています。

解説などにも活用して刻々と変化する 今 の情報を視聴者に

作しました。
さらにベルサイユ宮殿やルーブル美術館など、世

80%削減でき、
また、発熱も少ないため、
スタジオ内の空調消費

わかりやすく提供しています。宇宙航空研究開発機構
（ＪＡＸＡ）

界各地で文化・芸術に関する制作も行っています。今後も世

電力も削減できます。2018年度は本部の制作スタジオ2か所、

とＮＨＫが共同で開発した
「ＳＨＶはやぶさ２可視化システム」
で

界に類のない珠玉のコンテンツを制作していきます。
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技術研究・開発（放送技術研究所）

放送文化・調査研究（放送文化研究所）

放送のあしたをつくるのも公共放送の役目です

“公共メディア”実現の礎を築く研究所

豊かな放送文化を築くために

放送界、社会の発展に貢献

ユニバーサルサービス

視聴者の意向・意識を客観的に把握

放送技術研究所は、放送技術分野を専門とするわが国唯

高齢者や障害のある方など、
さまざまな人がそれぞれの手段

放送文化研究所は、世界に類を見ない、放送局が運営す

放送や放送局が提供するコンテンツに対する視聴者のみ

一の研究機関として、放送文化の発展に研究開発の立場か

で、
より快適に利用できる放送を目指した
「人にやさしい放送

る総合的な放送研究機関です。
１９４６年に設立され、放送番

なさまの意向や社会生活に関する意識を客観的・科学的に把

ら貢献するという役割を担っています。
これまでに、衛星放送、

技術」の研究を進めています。気象情報手話CGの自動生成、

組や世界の放送事情、放送の公共性に関する研究、視聴者

握するため、視聴率調査や、
「ＮＨＫの放送・サービスについて

ハイビジョン、
デジタル放送をはじめとする新しい放送システム

スポーツの試合データから解説音声を自動で作成するロボット

のみなさまの意向を把握する世論調査など、
さまざまな調査・研

の意向」
「社会の動き」
「国民生活や意識」
などについてのさま

の研究開発を進め、放送の進歩、発展に寄与してきました。現

実況など、AI
（人工知能）
を活用した技術の研究開発に取り組

究を行っています。

ざまな世論調査を実施し、結果を公表するとともに、番組の編

在、8Kスーパーハイビジョン、3次元テレビ、
ネット活用技術、
ユ

んでいます。

２０１９年度は、
「 放送通信融合時代にメディアの最新動向

ニバーサルサービス、
インテリジェント番組制作、次世代放送

と未来を探る」
「 豊かな放送文化を記録・継承し、
さらなる発展

用デバイスなど、基礎から応用まで幅広く放送技術の研究開

への基盤を築く」
「 多メディア時代における 世論 を幅広くとら

発に取り組んでいます。

える」
「ポスト2020へ 公共メディア のあり方を考える」
といっ
たテーマを軸に調査・研究を進めます。

約3,300万画素の超高精細映像と22.2マルチチャンネルの

ことができるハイフレームレート
（120Hz）
にも対応した フルス
ペック8Kスーパーハイビジョン の研究にも取り組んでいます。

査・研究を進め、放送番組に役立てています。

調査・研究の成果は、
「 放送研究と調査」
「ＮＨＫデータブッ

3次元音響による高臨場感放送の普及促進に向けて、
スロー

る技術として、被写体の動きをより鮮明かつ滑らかに表現する

豊かな 放送のことば を目指して
りやすく、
より豊かなものにするため、
日本語の実態について調

調査・研究の成果を広く発表

2018年12月に本放送を開始した8Kスーパーハイビジョン。

発を進めています。
また、
スーパーハイビジョンをさらに進化させ

しい調査方法、分析手法などについての研究開発も行います。

放送のことばを、視聴者や時代のニーズに即して、
よりわか

8Kスーパーハイビジョン

モーション撮影システムや伝送装置などの制作機器の研究開

成方針や諸計画の策定に役立てます。
また、時代に即した新

気象情報手話CG

ク 世界の放送」
「ＮＨＫ年鑑」
などの刊行物のほか、
「ＮＨＫ文
研フォーラム」
やブログ、
ツイッター等インターネットでの発信、
そ

インテリジェント番組制作
放送局で扱っている大量の映像、音声、
テキストデータや
ソーシャルメディアから、AIなどを活用して番組制作に有用な
情報を抽出し、効率的な番組制作を支援する技術の研究開

して放送による公開、発表など、
多様な回路で公表しています。
放送の歴史に関する研究資料の体系的な収集整備も続
けています。

発を進めています。白黒映像の自動カラー化技術や、音声認
識による取材音声の書き起こし制作システムなどの研究開発

3次元テレビ

に取り組んでいます。

特別なめがねが不要で、
自然な3次元映像を楽しむことがで
きるインテグラル方式などの3次元テレビの研究を進めていま
す。現在、3次元映像の高画質化に向けた撮影・表示技術や、
3次元映像の見やすさに関する研究に取り組んでいます。

次世代放送用デバイス
「放送研究と調査」

「ＮＨＫデータブック 世界の放送」

大容量・高速転送のホログラム記録デバイス、
スーパーハイ
ビジョンの家庭視聴に適した、薄くて軽い大画面シート型ディ

「放送の過去・現在・未来」ＮＨＫ放送博物館

スプレー、高画質な3次元映像を実現するための表示デバイ

日本の放送のふるさとである愛宕山に、
１９５６年に開設され

スなどの研究に取り組んでいます。

た世界最初の放送専門の博物館です。放送の歴史をたどる
ヒストリーゾーンや体験型施設、愛宕山８Ｋシアターなど、楽し
みながら放送にまつわる文化や歴史を学び、放送への理解を
深めていただくとともに、
「 番組公開ライブラリー」
「 図書・史料
ライブラリー」
などを設け、研究や調査にも活用いただいていま
ＮＨＫ文研フォーラム

す。開館以来の入館者数は５００万人を超えています。

8Kディスプレーを用いたインテグラル3次元テレビ

ネット活用技術
インターネットを介し、
モバイル端末で簡単かつ快適に番組
を視聴できる技術や、番組とユーザー行動とをつなげて日常生
88インチ シート型8K有機ELディスプレー

活に役立つサービスを提供する技術、
またIPネットワークを利
用して効率的に番組を制作する技術の研究開発を進めてい
ます。

外部連携と社会還元
これらの研究は、国内外の研究機関などと連携して進めて
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NHK放送技術研究所

います。
また、国内外の標準化活動にも積極的に取り組んで

〒157-8510 東京都世田谷区砧1-10-11
http://www.nhk.or.jp/strl/

います。研究成果は、放送だけでなく、科学、医療、教育など、
さ
まざまな分野で活用されています。

ＮＨＫ放送文化研究所
〒105-6216
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕ＭＯＲＩタワー16Ｆ
Tel（03）3465-1111(NHK放送センター代表)
http://www.nhk.or.jp/bunken/

ＮＨＫ放送博物館
〒105-0002 東京都港区愛宕2-１-1
Tel（03）5400-6900
http://www.nhk.or.jp/museum/
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イベント・文化事業

心の豊かさをはぐくみます
地域のみなさまとコミュニケーションを深める公開番組やイベント
各地域の自治体などからの要請に応え、放送を通じて地域

質の高い芸術・文化を紹介する美術展やステージイベント

「ラグビーワールドカップ２０１９ 日本大会」
をはじめとした

ＮＨＫスペシャルと連動した
「恐竜博2019」や、東寺に伝わ

クラシック音楽の魅力を探るプログラムもご用意しています。

の多様な文化や情報を全国に伝えるとともに、幅広い世代の

国際スポーツ大会の盛り上げを図る関連イベントや、
「 夏期・

る名宝を一堂に紹介する特別展「東寺 空海と仏像曼荼羅」、

さらに、長らくバレエ界のトップを走り続けてきた吉田都さんの

視聴者のみなさまと直接ふれあう機会として、公開番組を全国

特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」
を2019年も全国

世界に散逸した名作が奇跡的に集結する
「松方コレクション

引退公演となる
「NHKバレエの饗宴特別企画 Last Dance」

各地で実施しています。2019年度は、
「 NHKのど自慢
（総合

各地で実施します。

展」
などを開催します。

TM

テレビ）」
「 新・BS日本のうた
（BSプレミアム）」
「みんなDEどー

東日本大震災などの被災地で幅広い番組の収録やイベント

また、2003年に始まった
「NHK音楽祭」
では、歴史と伝統

もくん!
（BSプレミアム）」
「真打ち競演
（ラジオ第1）」
など、多彩

を集中的に実施する
「NHK公開復興サポート」
を引き続き開催

を誇る国内外のオーケストラによる公演や、革新的な手法で

な公開番組を238本実施する予定です。

するとともに、公開番組を重点配置し、地域に元気を届けます。

や「 NHK古典芸能鑑賞会 」、
「 NHKニューイヤーオペラ
コンサート」
など、国内外の優れた芸術・文化を紹介します。

「むかわ竜全身実物化石
（むかわ町穂別産）」所蔵：むかわ町穂別博物館

「ＮＨＫのど自慢」

子どもたちや次代を担う若い世代に夢を届けるイベント
幼児を対象とした
「おかあさんといっしょファミリーコンサート」
「ワンワンわんだーらんど」や、全国の小学校・中学校・高等学校

「ＮＨＫ音楽祭」ヤニック・ネゼ・セガン指揮 フィラデルフィア管弦楽団

「夏期・特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」

クラブ」
などを全国各地で行い、子どもたちの健全な育成に寄
与します。

東京オリンピック・パラリンピックを見据え、未来へチャレンジするイベント
東京オリンピック・パラリンピックの機運を盛り上げるイベント
を全国で実施します。参加・体感型のスポーツイベント
「Ｎスポ!」

およそ2,500校のべ8万人が参加する
「NHK全国学校音楽

そのほか、参加や体験を通して楽しく科学について学べる

では、多彩な番組やコンテンツと連携し、新たなスポーツの

コンクール」、中学生・高校生による
「NHK杯全国放送コン

「NHKサイエンススタジアム」
や、若い世代に向けた公開番組

魅力や楽しみ方を紹介するほか、パラリンピック競技を気軽

テスト」、高専生・大学生などを対象とした
「ロボットコンテスト」、

「ザ少年倶楽部」
「笑アニさまがやってくる」
などを実施し、次代

に体験できる
「ＮＨＫ パラリンピック チャレンジ スタジアム」
を

NHK交響楽団のメンバーが学校を訪れる
「NHKこども音楽

を担う視聴者のみなさまと積極的に交流を図ります。

全国各地で展開し、障害者スポーツへの理解とパラリンピック
への関心を高めます。

「ＮＨＫ パラリンピック チャレンジ スタジアム」
「NHK全国学校音楽コンクール」

「おかあさんといっしょファミリーコンサート」
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「Ｎスポ！２０１８」 〜スケートボードのデモンストレーション〜

25

NHKの社会貢献と放送資産の社会還元

日々の暮らしに密着し、社会に貢献していきます
社会に貢献するキャンペーンイベント

放送資産の社会還元へ

日本社会の抱える課題に対してＮＨＫが継続的かつ多面的

社会の実現を推進していきます。

に取り組む
「 公共メディア キャンペーン」
では、
「災害」
「発達障

共同募金会や日本赤十字社などとも連携し、12月の「NHK

害」
など、国家的な課題から生活の中の身近な問題まで、
さまざ

歳末・海外たすけあい」
や国内外で発生した大規模災害の際の

まなテーマに取り組みます。

「災害たすけあい」
に取り組みます。

全国の小・中・高・大学などの学校へDVDを貸し出し
「ＮＨＫティーチャーズ・ライブラリー」

「ＮＨＫアーカイブスの学術利用」
大学等の研究者に対し、
ＮＨＫアーカイブスの保存番組を

ＮＨＫの番組を授業で活用していただくため、全国の小学

見ていただき、学術研究に利用してもらう
「学術利用トライア

校・中学校・高等学校・大学などに放送番組のＤＶＤを貸し出

ル」
を2010年3月から試行してきました。
これまで、公募による

また、全国ネットワークを生かした取り組みとして、
「NHKハート

「ふるさとの食にっぽんの食」では、全国各地の地域フェス

すサービスを2009年4月から始めました。2019年度は、平和、

168組の研究者が、78件の論文、83件の学会などでの研究

展」
や「NHK介護百人一首」のほか、地域における福祉分野の

ティバルや東京での全国フェスティバルを通して、
日本の食文化

キャリア、
ともに生きる、情報、防災、環境、学ぶ楽しさ、
といった

発表という成果につなげてきました。2019年度は、
ＮＨＫ放送

課題に向き合うイベントも展開し、
すべての人が「ともに生きる」

の豊かさを伝えます。

教育に役立つ7つのカテゴリー、255番組を用意しました。放

博物館、大阪放送局に加えて川口アーカーブスでも研究閲覧

送教育に詳しい先生方に執筆をお願いして「利用ガイドブッ

が行われます。

〈第24回NHKハート展から〉

ク」
も発行しています。2018年度は全国で3,200件近くの利
用がありました。

（詩）荒木明日香（熊本県・２２歳・肢体不自由／知的障害）

（アート）岡西佑奈
（書家／アーティスト）

放送とインターネットの連携した取り組み
ＮＨＫでは、防災や減災への取り組みや、被災地の復興を目
指した活動を支援する番組。発達障害や、介護、
自殺防止など

ごとの放送情報を発信するとともに、
それぞれの関連番組の制
作に取り組んでいます。

多くの悩みに対して共に考える番組などを通して社会貢献を

国際化・情報化が進む中で放送やインターネットの活用、
イベ

図っています。
また、放送とインターネットを活用した取り組みも多

ントを通じて、
国内外の課題を多角的に掘り下げて紹介するほか、

方面で展開しています。

各放送局単位でも地域特有のニーズに応える番組やキャン

福祉情報総合サイト
「ハートネット」
では介護や医療などテーマ

ペーンも積極的に展開します。

「回想法ライブラリー」
なつかしい物や映像を見て思い出を語り合う回想法は、脳
を活性化し、認知症の進行予防につながるといわれています。
ＮＨＫでは、アーカイブス映像を回想法で利用できるように
2015年10月からホームページで提供、2018年度からは高齢
者施設にＤＶＤの貸し出しを始め、全国8,700を超える施設で
利用がありました。

「番組公開ライブラリー」
番組公開ライブラリーは、
ＮＨＫがこれまでに放送した代表
的な番組、1万500本余
（うちラジオ番組600本余）
を無料で
視聴いただけるサービスです。
放送が始まったころの貴重な音源や、人気の高かったテレ
ビドラマやアニメ、
なつかしい風景がよみがえる紀行番組など、
数々の番組を公開しています。お近くの各放送局など全国57
か所のＮＨＫ施設に設置した専用の視聴端末でお楽しみいた
だけます。
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視聴者とNHKの結びつき

視聴者のみなさまのご意見・ご要望を
経営や番組などに生かしています
ＮＨＫスタジオパーク

NHKふれあいセンター（放送）

ＮＨＫ放送センターの見学施設はみなさまとの

NHKの放送や経営に関するお問い合わせやご

つながりを深め、放送をより身近に感じていただく

意見・ご要望を電話やメールなどで受け付けていま

ため１９６５年に開設されました。

す。寄せられる声は1日およそ2,700件
（2018年4月

現在は
「スタジオパーク」の名称で子どもから大

〜2019年3月の平均）
に上り、
「 ふれあいセンター

人まで幅広い世代に親しまれ年間に約５9万人の

（放送）」
では、番組内容や出演者、再放送の日時な

来場があります。2015年の8月には来場者が累

ど、幅広いお問い合わせに答えられるよう視聴者対

計1,500万人を突破しました。

応用のシステムを使って対応しています。寄せられた

館内では臨場感あふれる次世代テレビ
「８Ｋス

ご意見やお問い合わせの内容は直ちにシステムに登

ーパーハイビジョン」の上映や生放送番組の観

録し、NHKの全役職員が自席のパソコンからデータ

覧、歴代の大河ドラマや連続テレビ小説を振り返

にアクセスできるようにして番組や業務の参考にして

る小道具や衣装の展示見学、
そしてニュースや天

います。

気予報のキャスター体験ができます。アニメのアフ
レコ体験コーナーのほか、着ぐるみとの記念撮影
が好評の「どーもくん」や「ワンワン」
などＮＨＫキャ
大河ドラマ展

ラクターに
「チコちゃんに叱られる」の「チコちゃん」

ふれあいセンター（放送）

が加わりました。他にも放送中の番組と共同制作
によるイベントや展示などタイムリーな企画も随時
開催しています。
また、全国各放送局でも会館公開や地域で

ハートプラザで NHK をもっと身近に！

のイベントにＮＨＫブースを展開するなど積極的な
ふれあい活動を行っています。

NHKでは全国の放送局や支局の一部に「ハート
プラザ」
を設け、NHKに対するご意見・お問い合わせ
に、担当者が直接お答えしています。
また、
より透明で開かれた経営を目指して、
さまざま
な経営情報を積極的に公開しています。
さらに、地域の視聴者のみなさまが気軽に訪れるこ
とができるスペースを設けています。放送局によって
は、
ロビー展やさまざまなイベントを開催して、地域の
文化拠点としての役割を果たしています。
チコちゃんのグリーティング

お近くのNHKにお気軽にお立ち寄りください。

ハートプラザ

ワンワンとあそぼうショー
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視聴者とNHKの結びつき

受信料制度

視聴者のみなさまのご意見・ご要望を
経営や番組などに生かしています

公平に受信料をお支払いいただくために

みなさまとの結びつきを深めるために

公平なご負担を目指して

公共放送を支える受信料制度

NHKでは、公共放送の目的と役割やその財源となる受信料

また、
タワーマンションの集中地域では、
ファミリー層を対象に、

受信料は公共放送を運営するうえでほぼ唯一の財源であ

制度をご理解いただけるよう、
さまざまな機会を通じてみなさまとの

どーもくんなどのイベントと営業活動の複合的な展開による、

り、
みなさまから公平にお支払いいただくため、受信料制度に

源面から保障する受信料制度によって支えられています。

結びつきを深めるための活動を行っています。

新たな接点作りも行います。

対するご理解を得ながら、受信契約数の増加と受信料の確

公平・公正で信頼できるニュース・報道番組や、地域・文化

実な収納に努めています。

に貢献する番組や、障害のある方、高齢者の方に向けたサ

大河ドラマや連続テレビ小説の舞台地、
ゆかりの地などでは、

そのほか各地の放送局では、会館公開や地元行事へのＮＨＫ

地元の放送局が参加者を募って番組を視聴する会を開催した

ブース出展、公開番組など、2019年度もNHKをより身近に感じ

り、
ツイッターなどのＳＮＳを活用して、
みなさまとの新たなパイプ作

ていただき公平に受信料をご負担いただけるよう、
こうした取り組

りを行う、
インターネットによる情報発信を実施しています。

みを続けてまいります。

揺るぎない信頼関係を築くために

2019年度末の受信契約件数
（有料）
については、契約総

ービスなど、国民生活に欠かせない多様で質の高い放送

数4,182万件
（43万件増）
、衛星契約2,203万件
（58万件

を、
すべての人に提供できているのも、
この制度があるから

増）
を目指します。

です。

2019年度の取り組み

2018年度、NHKふれあいセンター、各放送局などにお寄せ

「月刊みなさまの声」や、年１回発行する
「NHK視聴者ふれあい

いただいたご意見やお問い合わせは、
およそ385万2,900件で

報告書」
などでお知らせしています
（NHKオンラインの「みなさま

した。

の声にお応えします」
でご覧いただけます）
。
しん

みなさまからいただいた貴重なご意見・ご要望は、放送、技術、
営業などの各部門で検討し、業務の改善に取り組んでいます。

し

みなさまからの貴重なご意見を真摯に受け止め、
より丁寧で
迅速な対応に努め、信頼され親しまれるNHKを目指します。

●より効率的な体制・手法による契約収納活動を推進します
・全国における公募型企画競争等による法人委託の拡

●放送法に基づいて、
テレビ受信機をお持ちの方に受信契
約を締結していただき、
日本放送協会放送受信規約に基づ
いて受信料をお支払いいただきます。

大と安定的な運用を図ります。
・訪問によらない契約・収納手法の実施を強化します。
・外部企業や業界団体等とのさらなる連携を図ります。

取り組みの成果は、
「 週刊みなさまの声」、
月ごとにまとめている
●支払率の低い大都市圏に重点を置いた営業活動を推

視聴者とNHKの結びつき

●公共放送ＮＨＫの活動は、
その高度な自主性・自律性を財

●受信料制度の理解促進のため、放送、
ホームページ、
イベ
ントなどを活用した多面的なＰＲを展開します。
●近年、放送と通信の連携の進展、視聴態様の変化、世帯

進します

数の伸びの鈍化など、
ＮＨＫを取り巻くメディアや社会にお

・文書による効果的な契約・収納施策等を開発・実施します。

ける環境変化が一層進むとともに、変化のスピードも増して
います。このような環境の変化を踏まえ、2017年2月より、

●ＮＨＫ経営計画（2018-2020年度）に掲げた４つの負
電話・メール
手紙・FAX・来局

ふれあいセンター

視聴者の
みなさまからの
「経済フロントライン」
ご意見・
ご要望

外部有識者による
「ＮＨＫ受信料制度等検討委員会」
を設

担軽減策および、受信料の値下げを実施し、視聴者の

置し、受信料制度やその運用のあり方等について検討して

みなさまに還元を行います

います。

・2018年度に実施した「社会福祉施設への免除拡大」
「奨学金受給対象などの学生への免除」に続き、
「 多数
支払いにおける割引」
を2019年4月から、
「 設置月の無
連絡

料化」
を2019年10月から実施します。
・2019年10月からの消費税率引き上げに伴う受信料改定

回答・返信

を行わず、地上契約と衛星契約を実質2％値下げします。
（また、2020年10月から地上契約と衛星契約を2.5％
値下げします。）

各放送局
ハートプラザ

番組

ニュース・番組の制作現場

対応内容の
報告

各担当者

※受信料体系の見直しは、
日本放送協会放送受信規約および日本放送協会放
送受信料免除基準の総務大臣認可、各年度における予算の国会承認など、
所要の手続きを経て決定して実施します。

●受信料の公平負担を徹底するため、最終的な方法とし
て事業所や世帯に対する未契約訴訟と支払督促を実施
します

ホームページ
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受信料制度

公平に受信料をお支払いいただくために
受信料の支払いの特例と免除について

放送法（2019年4月現在）

受信料の免除
「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、

第64条第1項（受信契約及び受信料）

ＮＨＫでは、社会・経済状況の変化等に対応した、
より公平

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置し

で合理的な受信料体系の構築を進めています。現在、一定条

た者は、協会とその放送の受信についての契約をしな

件を満たしている方を対象に、次の受信料の支払いに関する

ければならない。ただし、放送の受信を目的としない受

特例と免除制度を設けています。

信設備又はラジオ放送
（音声その他の音響を送る放送
であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しない
ものをいう。第126条第1項において同じ。）
若しくは多
重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設
置した者については、
この限りでない。

受信料の支払いに関する特例
●多数契約一括支払に関する特例（多数一括割引）
１の受信契約者が、
１０件以上の衛星契約または特別契
約の受信料を、口座振替もしくは継続振込またはその他の
支払方法のうちＮＨＫが指定する方法で一括してお支払い
される場合に、継続振込等の受信料額からひと月あたり次

日本放送協会放送受信規約（2019年4月現在）

の額を割り引く制度です。

受信料の全額または半額が免除となります。
全額免除
●公的扶助受給者
●市町村民税非課税の障害者
（「身体障害者手帳」
「療育手帳（または判定書）」
「精神
障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方が世帯
構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の場合）

半額免除
以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主で、
かつ受信契
約者である場合
●視覚・聴覚障害者（身体障害者手帳をお持ちの方）
●重度の障害者
（「身体障害者手帳（１
・
２級）」
「療育手帳（または判定書）
（最重度・重度）」
「精神障害者保健福祉手帳（１級）」のい
ずれかをお持ちの方）

●重度の戦傷病者

●社会福祉施設等入所者
●奨学金受給対象等の別住居の学生
（学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定す
る学校、第１２４条に規定する専修学校または第１３４条

第5条第1項（放送受信料支払いの義務）

放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2
項の規定により解約となった月の前月
（中略）
まで、
１の
放送受信契約につき、
その種別および支払区分に従
い、次の表に掲げる額の放送受信料（中略）
を支払わ
なければならない。
（以下略）

《割引額》

に規定する各種学校（修業年限が１年以上あるものに

衛星契約 ……３００円

限る。）
に在学する学生（「奨学金受給対象の学生」
「授

特別契約 …… ９０円

業料免除対象の学生」
「市町村民税非課税世帯の学生」

・衛星契約件数が９件のときは１０件として計算
・多数一括割引と家族割引または事業所割引を併用する場合、衛星
契約件数が８件または９件（沖縄で１２か月前払での衛星契約件数
が７）、
特別契約件数が９件のときは１０件として計算

「公的扶助受給世帯の学生」）が生計をともにする者の
住居とは別の住居に受信機を設置する場合。なお、当該
学生について、生計をともにする者がいない場合も含
む）

●団体一括支払に関する特例（団体一括割引）
〈受信料額（消費税を含む）〉
種別

支払区分

月額

ケーブルテレビなどの所定の団体の構成員で、衛星契約ま
６か月前払額 １２か月前払額

たは特別契約を結んでいる受信契約者が１５名以上まとま
り、団体を通じて口座振替または継続振込により一括して

1,260円
7,190円
13,990円
口座・
クレジット （1,105円） （6,300円） （12,255円）

受信料をお支払いされる場合に、継続振込等の受信料額
からひと月あたり２００円を割り引く制度です。

（原則、災害救助法が適用された地域において半壊、半
焼、床上浸水以上の被害を受けた場合、
２か月間免除）

●社会福祉施設等
（社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設も
しくは事業所または更生保護事業法（平成7年法律第
86号）
に規定する更生保護事業を行なう施設もしくは

地上契約
継続
振込等

1,310円

7,475円

14,545円

（1,155円） （6,585円） （12,810円）

2,230円
12,730円
24,770円
口座・
クレジット （2,075円） （11,840円）（23,030円）
衛星契約

●同一生計支払に関する特例（家族割引）
同一生計である複数の方がそれぞれの住居で受信契約を

継続
振込等

2,280円

13,015円

事業所）

●学校

締結している場合
（親元を離れて暮らす学生の方、単身赴

（学校教育法（昭和22年法律第26号）
に規定する学校

任の方など）
や同一の受信契約者が複数の住居で受信契

のうち、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校

約を締結している場合（別荘・別宅など）
を対象に、適用要

（前期課程に係るものに限る。）、特別支援学校および幼

件を満たした場合、受信料額の半額を割り引く制度です。

（地上契約含む）

稚園）

25,320円

（2,125円） （12,125円）（23,585円）

口座・
クレジット

985円

5,620円

10,940円

継続
振込等

1,035円

5,905円

11,490円

特別契約

●事業所契約に関する特例（事業所割引）
事業所等住居以外の場所に設置する受信機について、同
一敷地内に設置した受信機すべてに必要な受信契約を締
結し、一括して受信料をお支払いいただく場合、
２契約目以
降の契約について、継続振込等の受信料額の半額を割り

（
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●災害被災者

）内は沖縄県

引く制度です。
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2018年11月修正

NHK経営計画(2018-2020年度)

大切なことを、
より深く、
より身近に

重点方針 5. 創造と効率、信頼を追求
① 「働き方改革」などを通じて、創造性を発揮できる環境を確保

〜 “公共メディア”のある暮らし 〜

・2017年12月に公表した「NHKグループ 働き方改革宣言」を実現し、活力ある組織に向けた施策を実施
正確、
公平・公正な
情報で貢献

2020年に最高水準の放送・サービスを実現することをめざし、
2018年には、
超高精細の映像と臨場感あふれる音響によるスーパーハイビジョンの本放送

教育と福祉
への貢献

を開始します。
さまざまな情報が瞬時に行き交う時代、
ＮＨＫは、
放送を太い幹としつつ、
イン

② グループ一体となり、効率的で透明性の高い組織運営を推進
・本体と関連団体の役割を明確にし、事業統合や再編も含め、
より効率的な体制にシフト
安全で安心な
暮らしに貢献

け多くの人に届けることで、
「公共的価値」の実現をめざします。

日本と国際社会
の理解促進

「いつでも、
どこでも」視聴者のみなさまの期待にしっかりと応えられる
「情報
の社会的基盤」
としての役割を果たします。

ＮＨＫが追求する

質の高い
文化の創造
地域社会
への貢献

「公共的価値」
NHK経営計画(2018-2020年度) ５つの重点方針

今計画期間中に受信料の値下げを実施するため、計画を修正しました。

受信料の負担軽減策に加えた、値下げの実施について
● 公平負担の徹底に取り組んだことに加え、2017年12月の最高裁判所判決以降、受信料の支払いが増えているこ
となどにより、計画を上回る収入を確保する見通しとなっています。一方で、4K・8K本放送対応などの大型支出
に対する備えに一定程度のめどが立ちました。

（放送・サービス）

重点方針 1. “公共メディア”への進化
① 世の中の課題や最新事情、信頼できる情報を早く、深く、わかりやすく
・放送を太い幹としつつ、放送と同時の配信などインターネットも活用し、日本と世界の政治・経済・社会・文化の正確な
情報を多角的に取り上げる「情報の社会的基盤」に

② より安全・安心な暮らしへ

③ 「信頼されるメディア」をめざし、
グループでリスクマネジメントを強化
・コンプライアンスを徹底するとともに、サイバーセキュリティーなどの面でリスク対策を強化

視聴者

ターネットも活用し、正確で迅速なニュースや質の高い多彩な番組をできるだ

・
「公共的価値」の実現の観点から業務全般を不断に見直し、重点業務に経営資源を集中

防災・減災、緊急報道、復興支援を充実

・さまざまな状況で必要な情報を得られるよう、放送・インターネットを最適に活用

③ 多彩なコンテンツと最新の技術で、
スペシャルな感動と体験を
・4 K 放送は、人気の番組を中心に、スーパーハイビジョンで新たなテレビの魅力を提供
・8 K 放送は、超高精細の映像と臨場感あふれる音響で、“本物体験”を提供

④ 日本のいまを世界へ、世界の動きを日本へ
・テレビ国際放送の名称を「NHK ワールド JAPAN」に変更し、番組を一層充実

重点方針 2. 多様な地域社会への貢献

● NHKは、
「情報の社会的基盤」の役割を果たし続けるため、豊かで良い放送番組の充実やインターネット活用業
務の充実・強化などに必要な予算を確保しつつ、既存業務の抜本的な見直しなど業務改革を一層推進して、
事業規模を適正な水準に抑えて管理することを基本としていきます。
● こうした中長期の収支の見通しを踏まえ、計画に盛り込んだ負担軽減策に加えて受信料の値下げを実施し、
視聴者のみなさまに還元を行います。
▽2018年度の受信料収入（見込み）の4.5％程度を値下げ
①消費税率引き上げが行われる2019年10月に受信料額を改定せず、地上契約と衛星契約を実質2％値下げ
②2020年10月から地上契約と衛星契約を2.5％値下げ
①＋②の値下げ相当額（※継続振込 ２か月払のケース） 地上 月額 △59円（年間△708円） 衛星 月額 △102円（年間△1,224円）

▽値下げと４つの負担軽減策(*)をあわせて単年度で422億円規模（2018年度の受信料収入（見込み）の6％相
当）の還元を実施
＊受信料の負担軽減策
①社会福祉施設への免除拡大 ②奨学金受給対象などの学生への免除 ③多数支払いにおける割引 ④設置月の無料化

地域の魅力や課題を広く発信し、多様な地域社会に貢献
・さまざまな課題に直面する地域社会に貢献するため、全国ネットワークも生かしながら課題や解決策を提起するとともに、
多様な自然・歴史・文化・人々の暮らしなど、それぞれの地域ならではの魅力を広く発信

重点方針 3. 未来へのチャレンジ
①「東京 2020」のメッセージを、最高水準の放送とサービスで
・2020年の「東京オリンピック・パラリンピック」で、新しい技術を活用し、最高水準の放送・サービスを提供
・障害のある人も積極的に参加・貢献できる「共生社会」への理解を深める放送・サービスを充実

②みなさまとともに新たなサービスを創造

収支計画

※受信料の値下げを反映

（一般勘定）

（億円）

2017 年度

2018 年度

（実績）

（見込み）

増減

7,202

7,245

43

7,247

6,913

7,062

149

6,972

7,045

事 業 収 支 差 金

229

建 設 積 立 資 産
財政安定のための繰越金

区

分

事 業 収 入
うち受信料収入

事 業 支 出

・視聴者のみなさまや専門家などとともに、新しいコンテンツやサービスを研究・開発
（マネジメント）

重点方針 4. 視聴者理解・公平負担を推進
みなさまの期待に応える取り組みを進め、受信料の公平負担を徹底
・
「支払率（2017年度・80％）」
「衛星契約割合（同・51％）」を毎年度1ポイント向上
・計画策定後の中長期の収支見通しを踏まえて、受信料の値下げを実施
34

2019 年度

2020 年度

増減

2

7,164

△ 83

7,032

△ 30

6,954

△ 78

73

7,277

232

7,379

102

200

△ 29

△ 30

△230

△215

△185

1,707

1,707

△ 0.5

1,693

△ 14

1,664

△ 29

1,058

1,061

3

878

△183

622

△256

増減

本計画は、社会・経済情勢の変化などに応じ見直します。また、放送法の規定により、各年度の計画は、収支予算・事業計画の国会承認をもって確定されます。
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予算と事業計画

令和元年度 予算と事業計画

受信料収入
令和元年度は、受信料の公平負担に向けた取り組みを徹底し、支払率83％、衛星契約割合53％を目指します。負担軽減策など視
聴者への還元を実施しますが、受信契約件数の増加や未収数の削減に努めることで、7,032億円の受信料を確保します。
令和元年10月からの消費税率引き上げに際して、受信料額の改定を行いません。

一般勘定

受信料収入等の推移

事業収入については、受信料は、
負担軽減策など視聴者への還元を行いますが、受信契約件数の増加等により、前年度に対して36
億円の増収を見込みます。
このほか、特別収入の増等により、事業収入全体では前年度に対し79億円の増収を見込みます。
事業支出については、
４Ｋ・８Ｋスーパーハイビジョンや報道の強化等に取り組む一方、業務全般にわたる見直しによる経費削減を徹底

支

払

受信契約件数等の年間増減

率

衛星契約割合

区

平成
令和
30年度予算 元年度予算

分

事 業 収 入
料
入
入
入
入
入

7,247
7,032
37
69
54
22
32

79
36
1
△ 6
19
△ 0.7
29

国内放送費
国際放送費
契約収納費
受信対策費
広
報
費
調査研究費
給
与
退職手当・厚生費
共通管理費
減価償却費
財
務
費
特 別 支 出
予
備
費

7,128
3,424
260
628
11
61
91
1,164
492
147
803
0.03
22
20

7,277
3,523
265
636
10
61
91
1,154
489
159
846
0.03
18
20

149
99
5
7
△ 0.1
0.1
0.2
△ 10
△ 3
12
43
−
△ 4
−

40

△ 30

△ 70

受
交
副
財
雑
特

信
付金収
次 収
務 収
収
別 収

事 業 支 出

事業収支差金

資本収支

（億円）

区

増 減 額

7,168
6,995
35
75
35
23
2

83%

51%

52%

53%

7,062

7,032

分

30年度予算

資 本 収 入
事業収支差金受入れ
前期繰越金受入れ
減価償却資金受入れ
資 産 受 入 れ
建設積立資産戻入れ

資 本 支 出
建
出

設

費
資

資本収支差金

元年度予算

29年度
決 算

増 減 額

1,023
40
156
803
22
0.5

1,063
−
182
846
21
13

40
△ 40
26
43
△ 1
12

1,023
1,023
−

1,033
1,032
1

10
9
1

−

30

30

30年度
見込み

元年度
予 算

30年度末
見込み

元年度増減
取崩し

繰入れ

元年度末
見込み

建 設 積 立 資 産 1,707

△ 13

−

1,693

財政安定のための繰越金 1,061

△ 182

−

878

元年度計画

47

4,107

契約総数

(A)

43

4,182

未 収 数

(B)

△4

75

58

2,203

衛星契約数
（特別契約を含む）

業務別予算とは、国内放送費、契約収納費など業務ごとの経費
（物件費）
に、人件費と
減価償却費を要員・施設に応じて配分したものです。

令和元年度は、東京オリンピック・パラ
リンピックに向けた４Ｋ・８Ｋスーパーハイビ
ジョン設備の整備や地域放送会館の整

広報活動

備に重点的に取り組むとともに、緊急報

番組・放送技術の
調査研究

道・番組の充実のための設備整備および

182億円（2.5％）

安定的な放送・サービス継続に必要な放
送網設備の整備を行います。

受信サービス活動

事業の管理

33億円
（0.4％）

放送センターの建替えについては、第Ⅰ

２81億円（3.9％）

期
（情報棟）
工事の設計を実施します。

受信契約および
受信料の収納

財務費、特別支出、
予備費

770億円
（10.6％）

38億円
（0.5％）

1,023

202

事業支出
7,277億円

国際放送番組の
制作と送出

放送番組等有料配信業務勘定

317億円
（4.4％）

1,032
13
167

56
201

区

（億円）

国内放送番組の制作と送出

資本収支

分

30年度予算

元年度予算

増 減 額

21
21

△ 0.5
△ 0.5

資 本 収 入

放送番組等有料配信業務収入

22
22
21
19
0.2
0.9
0.3
0.4
0.1

21
19
0.2
0.8
0.3
0.4
0.1

△ 0.3
△ 0.4
0
△
△ 0.01
0
△
0.04
−

資 本 支 出

0.2

0.1

△ 0.1

区

分

30年度予算

元年度予算

0.1
0.1

0.1
0.1

−
−

0.1
0.1

0.1
0.1

−
−

−

−

−

329

事 業 支 出
放送番組等有料配信費
広
報
費
給
与
退職手当・厚生費
共 通 管 理 費
減 価 償 却 費

事業収支差金

減価償却資金受入れ
建

資本収支差金

設

費

チャンネル別予算
総合テレビジョン

）は構成比率

BS8K 101（1.7％）

Eテレ

BS1

放送番組設備
地上デジタル放送
開始時に整備した
地域局番組送出
設備の更新等

増 減 額
（

事 業 収 入

放送会館

464

5,579億円
（76.7％）

（億円）

第Ⅰ期（情報棟）
工事の設計を実施

・奈良 ・札幌
・大津 ・佐賀
・富山 ・松江
を整備

ネットを通じて、一般の利用者に有料で配信するＮＨＫオンデマンドの業務
（放送法第20条第２項第２号）
と、
ビデオ・オン・デマンド
（ＶＯＤ）
事業者へ番組等を有料で提供する業務
（放送法第20条第２項第３号）
に係る勘定です。

（億円）

放送センター
建替え

４Ｋ・８Ｋ
スーパー
ハイビジョン設備

放送番組等有料配信業務勘定とは、
ＮＨＫが放送した番組等をパソコンやスマートフォン、
タブレット端末、高機能テレビ等にインター

事業収支

元年度末

放送設備などの整備

（億円）

分

分

支 払 数 (A)−(B)

業務別予算

74億円
（1.0％）

区

区

受 信 料
（億円）

事業収支差金は30億円の不足となり、
財政安定のための繰越金の一部をもって補てんします。

（億円）

82%

6,913

することで、事業支出全体では前年度に対し149億円の増加とします。

事業収支

80%

（万件）

BS
BS4K
プレミアム

（億円）

175

放送網設備

127

144

研究・
一般設備等

30年度

元年度

172

音声 国際
放送 放送

2,842

621

780

528

403

300 317

（48.2％）

（10.5％）

（13.2％）

（9.0％）

（6.9％）

（5.1％）（5.4％）

※金額については、億円未満の端数を切り捨てて表示しています
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総務大臣の意見、附帯決議（衆議院・参議院）

附帯決議（衆議院）
放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議

総務大臣の意見

政府及び日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。
一

協会は、平成三十一年度予算において事業収支差金の赤字を見込んでいることについて、
放送法に定められた目的に即し、業務の大胆な見直しなどの改革を進めることにより、早期の

日本放送協会平成31年度収支予算、事業計画及び資金計画に付する総務大臣の意見
日本放送協会
（以下「協会」
という。）
には、
公共の福祉のために、
あまねく日本全国におい
て受信できるように豊かで、
かつ、
良い放送番組を放送する等、
放送法で定められている業務
を着実に遂行することを通じて、
公共放送の担い手としての社会的使命を果たしていくことが
求められている。
協会の平成31年度収支予算、
事業計画及び資金計画
（以下「収支予算等」
という。）
に
ついては、
国民・視聴者の信頼と多様な要望に応える質の高い番組の提供、
国際放送の充
実等による海外情報発信の強化、
我が国の経済成長の牽引力として期待される4K・8K等の
先導的なサービスの推進、
インターネッ
トを活用した新たなサービスの創造、
大規模災害等に
備えた公共放送の機能の強靱化等に取り組むことにより、
事業収支差金の赤字を見込んで
いる。
この点については、
本年10月の消費税率引上げ時に受信料額を据え置き、
また、
4つの
受信料の負担軽減策を実施することを考慮するとやむを得ない面があるものの、
今後も受信
料の公平負担の徹底に向けた取組を進め、
増収を確保するとともに、
聖域なく徹底的に経費
節減に取り組むことにより、
早期に事業収支差金の黒字を確保できるよう努めることを強く求
める。
また、
繰越金の現状や当面見込まれる事業収入の増加等を踏まえると、
全体の収支構
造が妥当なものと認められるか否かについて改めて検討することが適当であり、
具体的には、
既存業務全体の見直しや受信料額の適正な水準を含めた受信料の在り方について、
引き続
き検討を行うことを求める。
また、
放送を巡る社会環境は、
今後大きく変化することが想定されており、
単に従来の延長
線上の取組だけでは、
中期的には、
協会が公共放送の担い手としての役割を十分に果たすこ
とができないのではないかと考える。
そこで、
協会の在り方について、
国民各層や関係者の意
見も幅広く聞きながら、
「 業務」
・
「受信料」
・
「ガバナンス」
の三位一体で改革を進める検討を、
引き続き実施することを求める。
さらに、
平成25年に首都圏放送センターの記者が過労で亡くなられたことを重く受け止め、
二度と働き過ぎによって尊い命が失われることのないよう、
引き続き徹底した取組を強く求める。
なお、
収支予算等の実施に当たっては、
協会は自らの経営が国民・視聴者の受信料によっ
て支えられていることを十分に自覚し、
業務の合理化・効率化に向けたたゆまぬ改善の努力を
行うとともに、
国民・視聴者に対する説明責任を果たしていくことが必要である。
また、
特に下記の点について配意すべきである。
1 国内放送番組の充実
○ 放送番組の編集に当たっては、
公共放送の担い手としての社会的使命を認識し、
国民
の生命と財産を守る正確で迅速な報道の確保や国民・視聴者の信頼と多様な要望に応え
る質の高い番組の提供等を行うとともに、
我が国の文化の向上に寄与すること。
○ 国民各層の中で意見が対立している問題については、
できるだけ多くの角度から論点を
明らかにする等、
放送法の趣旨を十分に踏まえ、
自らの番組基準に基づく正確かつ公正な
報道を行うことにより、
国民・視聴者の負託に的確に応えること。
○ 近年の大規模自然災害発生時において情報入手手段としてラジオの有用性が改めて
認識された。大規模自然災害発生時には、
国民・視聴者とともに訪日外国人に向けても、
あ
らゆる手段できめ細やかな情報提供を行うこと。
○ 少子高齢化や過疎化の進行など様々な課題に直面する地域社会への貢献や地方創
生の観点から、
地域の関係者と連携することにより、
多様な自然・歴史・文化・人々の暮らし
などそれぞれの地域ならではの魅力の紹介及び地域経済の活性化に寄与するコンテンツ
の充実並びに国内外に向けた積極的発信に一層努めること。
○ 字幕放送、
解説放送及び手話放送について、
総務省が平成30年2月に策定した普及
目標を踏まえ、
拡充に努めること。特に、
地域放送局や国会中継における字幕放送、
ニーズ
が高い番組での解説放送などの一層の充実に努めるとともに、
手話放送の充実に取り組
むこと。
また、
音声認識による字幕制作システムの研究、
音声ガイドの自動生成システムの
研究、
日本語の文章を手話CGに翻訳する技術の研究等、
放送サービスの高度化に向け
た研究を一層推進すること。
2 国際放送の充実等による総合的な海外情報発信の強化
○ 我が国の重要な政策及び国際問題に対する公的見解並びに我が国の経済・社会・地
域及び文化の動向や実情を正しく伝えることがこれまで以上に重要になっている。特に、
G20大阪サミッ
ト、
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を控え、
我が国に注
目・関心が一層集まることも踏まえ、
我が国に対する正しい認識・理解・関心を培い、
普及さ
せるとともに、
国際交流・親善の増進、
経済交流の発展、
地方創生の推進等に資するよう
国際放送のより一層の充実・強化を図ること。
テレビ国際放送である
「NHKワールド JAPAN」
については、
引き続き、
国際放送子
○ 特に、
会社の強化、
外国で視聴されるための視点や技能を備えた優れた人材の育成・確保等を
通じた効果的な実施体制の確立、
多言語化も含めたニュース番組、
日本語教育番組や我
が国及び地域の実情・魅力を伝える番組の充実、
それを踏まえたインターネッ
トの活用、
海
外事業者との連携等による国内外の受信環境の整備等の取組を、
世界各地のニーズや
視聴実態をよく把握しつつ効果的かつ積極的に推進すること。
その際、
これらの取組の成
果となる認知度等について、
世界の国際放送の中で協会の占める位置が分かるような具
体的指標を設定し、
PDCAサイクルの強化に努めること。
また、
国内においても、
訪日外国
人の視聴拡大に向けた取組を関係者と連携しながら進めること。
○ 訪日観光客の増加、
先端技術・サービスや日本各地の産品等への需要拡大等、
地方創
生、
経済成長及び国際社会における我が国のプレゼンス向上に資するため、
放送コンテン
ツの戦略的かつ積極的な海外展開等を通じ、
総合的な海外情報発信の強化に努めること。
3 4K・8K放送の積極的推進及びインターネット活用業務に関する関係者間連携等
○ 4K・8K放送については、
新4K8K衛星放送の早期かつ円滑な普及に向けて、
4K・8Kな
らではのコンテンツの制作に積極的に取り組むとともに、
他の放送事業者、
受信機メーカー
等の関連団体・事業者との連携の下、
視聴可能受信機やサービス内容に関する国民・視
聴者への情報提供、
左旋円偏波の受信環境の整備を適切に行うことにより、
公共放送の
担い手としての先導的役割を果たすこと。
また、
放送以外の様々な分野での利活用や海外
展開への寄与に努めること。
○ 地上デジタル放送日本方式の海外展開については、
採用国より専門家派遣を含む技術
支援について要望されていることから、
これまでの寄与も踏まえ、
引き続き、
採用国における
円滑なデジタル放送への移行に向けた取組等を実施すること。
○ インターネッ
ト活用業務については、
国民・視聴者のニーズや視聴環境の変化に適確に
対応したものとなるよう取り組むとともに、
民間放送事業者等との連携・協力を確保すること。
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また、
災害情報の多元的な伝達手段を確保する観点から、
災害報道のインターネッ
ト同時
配信の充実に引き続き努めること。加えて、
協会が放送の補完として実施することを要望し
ている常時同時配信
（見逃し配信を含む。）
については、
「放送を巡る諸課題に関する検討
会」
における議論も踏まえ、
インターネッ
ト活用業務の会計上の透明性の確保、
地域情報
の提供の確保など協会の目的や受信料制度の趣旨に沿って必要最低限かつ適正な費用
の下で適切に実施されるものとなるよう検討すること。
あわせて、
「 NHKオンデマンド」
につ
いては、
引き続き収支の一層の改善に努めるとともに、
今後のサービスの在り方についても、
常時同時配信とのサービス面、
財務面の整合性を含めて検討すること。
4 経営改革の推進
○ 平成30年には、
個人情報が記載された受信料関係帳票の紛失、
住民インタビュー等の
データの誤送信、
管理職の服務規定に反する不適切な行為、
職員による手当の不正受給
等の不祥事が相次いで明らかになった。
これらの不祥事は、
受信料収入によって成り立つ
協会に対する国民・視聴者の信頼を著しく損なうものであると言わざるを得ない。再発防止
に向け、
ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に組織を挙げて全力で取り組むこと。
具体的には、
受信料に係る契約・収納等業務全般や協会全体の個人情報保護に関し、
抜本的な再発防止策を講じ、
不断の見直しを更に行っていくこと。
また、
専門家等による経
営委員会や監査委員・監査委員会のサポート体制を充実させるなど事後チェック体制の在
り方等の検討を行うこと。
あわせて、
子会社・関連会社等を含む職員・管理職に対する研修
等の実施によるNHKグループ全体でのコンプライアンスを確保すること。
○ 子会社の業務範囲の適正化等、
子会社の在り方をゼロベースで見直す抜本的な改革
については、
本年4月に予定されるNHKアイテックとNHKメディアテクノロジーの経営統合
や2020年4月を目指すNHKエンタープライズとNHKプラネッ
トの経営統合にとどまらず、
早
急に結論を得て、
その取組を着実かつ徹底的に進めること。
なお、
子会社の利益剰余金の
協会への適正な還元については、
子会社からの配当の拡大について、
速やかな実現に向
けた検討を行うこと。
○ 女性職員の採用及び役員
（経営委員を除く。以下同じ。）
・管理職への登用を積極的に
拡大するとともに、
特に役員・管理職への登用拡大については、
自らが定めた
「行動計画」
に記載している
「平成32年の女性管理職の割合を10%以上にす
（平成28年3月15日）
る」
という目標達成に向けた取組を確実に実施していくことに加え、
ワークライフバランスに
関する取組の一層の充実、
女性の活躍に関する情報の積極的な公表等、
女性の活躍に
向けた取組を更に加速させること。
○ 平成25年7月に首都圏放送センターの記者が長時間労働による過労で亡くなられたこ
とを重く受け止め、
二度と働き過ぎによって尊い命が失われることのないよう、
適正な労務
管理や不断の
「働き方改革」
に徹底して取り組むこと。
とりわけ、
政府の重要課題でもある
「働き方改革」
を推進するための改正労働基準法等が施行されることから、
協会においても、
平成29年12月に定めた
「NHKグループ働き方改革宣言」
について、
経営委員会、
監査委
員会、
執行部がそれぞれの役割を適切に果たしながら推進できるよう、
ガバナンスの点検・
強化に真摯に取り組むこと。
○ 協会の経営は国民・視聴者の受信料によって支えられていることから、
コスト意識を持ち、
業務の合理化・効率化、
適正な給与水準・人員配置の確保、
経営・業務に係る情報公開
の推進、
調達に係る取引の透明化・経費削減、
関連団体への業務委託についての競争
性の向上等透明性・適正性の向上、
外部制作事業者の活用等、
従来指摘してきた事項に
ついても、
引き続き取組の徹底を図ること。
○ 4K・8K放送の普及段階を見据えた衛星放送の在り方等、
既存の業務全体の見直しに
ついて、
公共放送の担い手として真に適当なものであるか、
国民各層や関係事業者の意
見も幅広く聞きながら早急に検討を進めること。特に、
衛星放送の在り方については、
新
4K8K衛星放送開始から1年以内に結論を得ること。
5 受信料の公平負担の徹底に向けた取組等
○ 受信料の公平負担の徹底に向けて、
「NHK経営計画2018-2020年度」
に掲げる支払
率を達成できるよう、
未契約者及び未払者対策を着実に実施すること。
○ 上記の対策についての現状分析と課題の整理を十分に行うとともに、
受信料の公平負
担の徹底に必要な施策等について検討し、
実施すること。
また、
上記の対策に要する営業
経費については、
不断の見直しを行い、
徹底した節減に努めること。
○ 平成29年12月の最高裁判所の判決も踏まえ、
受信契約の勧奨等に際しては、
公共放
送の役割や受信料制度の意義も含めて丁寧な説明を行い、
国民・視聴者の理解を得るよ
う努めること。
○ 受信料については、
国民・視聴者にとって納得感のあるものとしていく必要があり、
受信
料の公平負担を徹底するほか、
業務の合理化・効率化を進め、
その利益を国民・視聴者に
適切に還元していくといった取組が強く求められる。依然として平成30年度末には1，
061
億円の財政安定のための繰越金を有する見込みであること、
及び近年は事業収支差金が
年度当初の計画を大幅に上回る状況が続き、
事業収入の増加が当面見込まれることを踏
まえ、
上記
「4 経営改革の推進」
で示した既存業務全体についての見直しを徹底的に進
め、
受信料額の適正な水準を含めた受信料の在り方について、
引き続き検討を行うこと。
6 東日本大震災等からの復興への貢献と公共放送の機能の強靱化等
○ 東日本大震災以降も大規模災害が相次いで発生している。引き続き、
国内放送のみな
らず、
国際放送による復興状況を伝えるニュースや番組の充実等を通じて、
風評被害払拭
への取組を含め、
被災地の復興への取組を支援すること。
また、
福島原発事故に関連して
引き続き必要となる地上デジタル放送の受信環境整備等に適切に取り組むこと。
○ 緊急報道対応設備の整備等を通じて、
引き続き、
首都直下地震や南海トラフ地震等の
大規模災害に備えた公共放送の機能の強靱化を図ること。
○ G20大阪サミッ
ト、
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を控える中、
サイ
バーセキュリティ基本法に定める重要社会基盤事業者として、
引き続き、
サイバーセキュリ
ティの確保に適切に取り組むこと。
7 放送センター建替
○ 放送センターの建替については、
その経費が受信料により賄われることを十分認識し、
平成28年8月に策定・公表した
「基本計画」
の合理性・妥当性等、
国民・視聴者の理解が
得られるよう、
説明を尽くすこと。
地方創生への貢献の観点から、
あるいは、
災害時のバックアップ機
○ 地方からの情報発信、
能の充実の観点から、
機能の地方分散についても積極的に検討し、
一定の結論を得ること。

黒字化等安定的な業務運営の体制確保に努めること。
二

協会は、平成二十五年に首都圏放送センターの記者が過労で亡くなられた事実を重く受け
止め、
しっかりと検証し、協会の業務に携わる者の命と健康を最優先とし、適正な業務運営と
労働環境確保に努め、
長時間労働による被害を二度と起こさないよう、
全力で取り組むこと。

三

協会は、協会本体及びグループの職員による一連の不祥事に対し、国民・視聴者から厳し

い批判が寄せられていることを踏まえ、協会一体となって綱紀を粛正しコンプライアンスを徹底
した運営を行うことで、信頼回復に努めること。
また、子会社を含むグループ全体としての経営
改革に組織を挙げて迅速かつ確実に取り組むこと。
四

協会は、放送番組の編集に当たっては、受信料を財源とする公共放送の性格を定めた放
送法の趣旨を十分踏まえ、事実に基づく放送に強い責任を自覚し、
かつ政治的公平性を保ち、
我が国の公共放送としての社会的使命を果たすこと。
また、寄せられる様々な意見に対し、必
要に応じ自律的に調査し、
その結果を速やかに公表し、国民・視聴者に開かれた公共放送とし

て信任を得られるよう努めること。
五

政府は、
日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、協
会を含めた放送事業者の番組編集について、
引き続き自主・自律性を尊重すること。
また、経

営委員の任命に当たっては、社会に対する重大な職務の公共性を認識し、公正な判断をする
ことができる経験と見識を有する者を、教育、文化等の各分野及び全国各地方が公平に代
表されることを考慮して幅広く選任するよう努めること。
六

経営委員会は、協会の経営に関する重要事項を決定する権限と責任を有する最高意思決
定機関であることを深く認識し、協会が放送法に定められた役割を的確に果たせるよう、監督
権限を行使すること。役員に不適切な行為がある場合、又は、公共放送の倫理観にもとる行為

がある場合には、監査委員会と十分連携しながら再発防止の観点から厳格に対処すること。

〔衆議院総務委員会 平成31年3月19日
（火）
〕

するとともに、建設費の大幅な増大が生じないよう万全を期すこと。
九

協会は、平成二十九年十二月の最高裁判決にも鑑み、公共放送の存在意義及び受信料
制度に対する国民・視聴者の理解の促進や信頼感の醸成に協会一体となって、一層努める
こと。
また、受信契約の締結に際しては、視聴者の理解を得ながら適正に行われるべきことを、
職員及び業務委託先に指導し、周知徹底すること。なお、受信料については、繰越金や今後
の事業収支の状況を踏まえ、
公共放送の役割を持続的に果たしつつ、国民・視聴者の十分な
理解を得られるよう、減免対象の拡大など受信料体系・水準の在り方を含めて、業務やガバナ
ンスの在り方と併せて検討すること。

十 協会は、
インターネット常時同時配信等通信分野での業務について、
民間放送事業者の
見解に十分留意しつつ、国民・視聴者のニーズや動向を的確に把握し、国民・視聴者に対す
る情報提供や関係者間での情報共有及び連携を図り、通信分野での協会の在り方につい
て、
できるだけ明確にその姿勢を示すよう努めること。
十一 協会は、国際放送については、我が国の経済・社会・文化等の動向を正しく伝え、我が国
に対する理解を促進するよう努めること。
また、番組内容の充実、国内外における国際放送の
認知度の向上等に努めること。
十二 協会は、
自然災害が相次いでいる現状に鑑み、地震災害、風水害、雪害等、
いかなる災
害時にも放送・サービスが継続され、正しい情報が国民に伝達されるよう、地方局と連携し、放
送設備と体制の強化を図ること。
十三 協会は、
４Ｋ・８Ｋの放送設備については、過剰投資、多重投資とならないよう十分な計画
性を持って実施すること。
また、
４Ｋ・８Ｋ放送普及後の衛星放送の在り方についても、検討す
ること。
十四 協会は、
サイバーセキュリティ基本法に定める重要社会基盤事業者であること及び２０２０
年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けてサイバー攻撃の脅威が高ま
っていることに鑑み、関係機関と緊密な連携を図り、
サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。
十五 協会は、地域の魅力を生かした活性化と発展の観点から、地域の様々な分野の関係者
と連携を強化し、
それぞれの地域ならではの魅力の紹介及び地域の発展に寄与するコンテン
ツの充実並びに国内外に向けた積極的発信に努めること。

協会は、
その運営が受信料を財源としていることを踏まえ、国民・視聴者に対し、情報を十分

十六 協会は、早急に障害者の法定雇用率を達成し、職場での差別禁止や合理的配慮を徹
底し、障害者の働く環境改善を進めること。

に開示し、説明を尽くすこと。
また、
そのために、経営委員会及び理事会等における意思決定過
程や、財政運営上の規律、不祥事に伴う処分、子会社等の運営の状況、調達に係る取引等を
合理的に跡付け、又は検証することができるよう、議事録の適切な作成・管理に努めること。

十七 協会は、女性の採用・登用について、
より高い数値目標を設定し、性別に関係なく仕事と
家庭が両立できる職場の環境改善を進めること。

七

八

協会は、放送センターの建替えに際し、受信料を財源としていることを踏まえ、透明性を確保

十八 協会は、放送と通信の融合が進む中で、公共放送の在り方について、不断の検討を行う
こと。

附帯決議（参議院）
放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議

〔参議院総務委員会

平成31年3月28日
（木）
〕

政府及び日本放送協会は、公共放送の使命を全うし、国民・視聴者の信頼に応えることができるよ
う、次の事項についてその実現に努めるべきである。

また、国民・視聴者から寄せられる様々な意見に対し、必要に応じ自律的に調査し、
その結果を速や
かに公表すること。

一、協会は、業務改革等の不断の努力を通じ、受信料引下げを要因とする事業収支差金の赤字を
見込んだ予算編成から、早期の黒字化への転換を実現し、
より安定した業務体制を確保するよう
努めること。

十、協会は、
インターネット常時同時配信等の通信分野における協会の業務の在り方について、国
民・視聴者のニーズや動向を的確に把握し、民間放送事業者等の見解を幅広く聞きながら、関係
者間での情報共有及び連携を図りつつ、
できるだけ明確かつ具体的にその将来像を示すよう努め
ること。

二、政府は、
日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、協会を
含めた放送事業者の番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用すること。
また、経営委員の任命に当たっては、
その職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができ
る経験と見識を有する者を、全国、各分野を考慮して幅広く公平に選任するよう努めること。

十一、協会は、各地域の関係者と様々な分野で連携を強化しながら、
それぞれの地域ならではの魅
力を紹介し、地域の活性化及び発展に寄与するコンテンツを充実するとともに、国内外に向けた積
極的な発信に努めること。

三、協会は、公共放送としての社会的使命を認識し、公正を保持し、事実を客観的かつ正確、公平
に伝え、真実に迫るための最善の努力を不断に行うとともに、意見が分かれている問題については、
できる限り多くの角度から論点を明らかにするなど、放送法の原則を遵守すること。

十二、協会は、我が国の経済・社会・文化等の動向を正しく伝えることの重要性を踏まえ、我が国に
対する理解が促進されるよう、国際放送の一層の充実を図ること。特に、外国人向けテレビ国際放
送については、番組内容の充実、国内外における認知度の向上等に努めること。

四、経営委員会は、協会の経営に関する最高意思決定機関として重い職責を担っていることを再確
認し、役員の職務執行に対して一層実効ある監督を行うこと。
また、監査委員会は、放送法に基づく調査権限を適切に行使し、役員に不適切な行為がある場
合、又は、公共放送の倫理観にもとる行為がある場合には、経営委員会と十分に連携しながら、時
宜を失することなく厳格に対処すること。

十三、協会は、本院からの要請に基づく平成二十九年三月の会計検査院の報告等を踏まえ、
グル
ープとしてのガバナンスを強化し、子会社等からの適切な還元を図るとともに、重複業務の整理等
を推進し、透明性の高い効率的なグループ経営の構築に向けて、迅速かつ確実に取り組むこと。

五、協会は、平成二十五年の首都圏放送センター記者の過労死の事実を重く受け止め、協会の業
務に携わる者の健康確保のため、適正な業務運営と労働環境確保に全力で取り組むこと。
六、協会は、関連団体を含め不祥事が頻発していることに対し、国民・視聴者から厳しい批判が寄せ
られていることを踏まえ、公共放送を担う者としての役職員の倫理観を高め、綱紀の粛正、
コンプラ
イアンスの徹底、再発防止策の確実な実施等を組織一体となって行うことにより、信頼回復に全
力を尽くすこと。
七、協会は、平成二十九年十二月の最高裁判決も踏まえ、公共放送の存在意義や受信料制度に
対する国民の理解を促進し、協会に対する信頼感の醸成に組織一体となって取り組むとともに、受
信契約の締結は視聴者の理解を得た適正なものでなければならないことを認識した上で、公平負
担の観点から、受信料支払率の向上に努めること。
なお、受信料については、繰越金の現状や今後の事業収支の見通し等を踏まえ、減免対象の
拡大など受信料体系・水準の在り方を含めて、
引き続き検討すること。
八、協会は、放送センターの建替については、透明性を確保するとともに、建設費の大幅な増大が生
じないよう万全を期すこと。
九、協会は、
その運営について、情報の十分な開示・説明を行うため、経営委員会や理事会等にお
ける意思決定に至る過程や、財政運営上の規律、不祥事に伴う処分、子会社等の運営状況、調
達に係る取引等について、議事録の適切な作成・管理に努めること。

十四、協会は、
４Ｋ・８Ｋ放送の整備及び普及促進に当たっては、過剰投資、多重投資とならないよう
十分な計画性を持って行うこと。
また、
４Ｋ・８Ｋ放送の普及段階を見据えた衛星放送の在り方について、国民・視聴者や関係事
業者の意見を幅広く聞きながら、検討を進めること。
十五、協会は、障がい者、高齢者に対し、十分な情報アクセス機会を確保し、
デジタル・ディバイドを
解消するため、字幕放送、解説放送、手話放送の一層の充実等を図ること。
十六、協会は、
自然災害が相次いでいる現状に鑑み、地震災害、風水害、雪害等、
いかなる災害時
にも放送・サービスが継続され、正しい情報が国民に伝達されるよう、地方局と連携し、放送設備と
体制の強化を図ること。
十七、協会は、
サイバーセキュリティ基本法に定める重要社会基盤事業者であること及び東京オリ
ンピック・パラリンピックに向けてサイバー攻撃の脅威が高まっていることに鑑み、関係機関と緊密
な連携を図り、
サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。
十八、協会は、早急に障がい者の法定雇用率を達成するとともに、職場での差別禁止や合理的配
慮を徹底し、障がい者の働く環境の改善を進めること。
十九、協会は、女性の採用・登用について、
より高い数値目標を設定し、性別に関係なく仕事と家庭
が両立できる職場の環境改善を進めること。
二十、協会は、放送と通信の融合が進む中で、公共放送の在り方について、不断の検討を行うこと。
右決議する。
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NHKの概要
番組編集の自主性

運営としくみ
日本の放送体制

ＮＨＫのしくみ

日本の放送は、1950
（昭和25）
年に放送法と電波法が制
定されて以来、
ＮＨＫと民間放送の併存体制のもとで発展を遂
げてきました。
この体制のもとでは、
テレビを設置した方に公平に
負担していただく受信料を財源とする公共放送ＮＨＫと、広告
せっ さ たく ま
収入または有料放送収入を財源とする民間放送が切磋琢磨
し、
それぞれの特色を生かして、
すぐれた放送をすることが期待
されています。なお、
ＮＨＫ・民放とは別に、放送大学学園が放
送大学の教育に必要な放送を行っています。

ＮＨＫは、1925
（大正14）
年3月22日に日本で初めて放送
を行った社団法人東京放送局などを母体として設立された社
団法人日本放送協会が、1950
（昭和25）
年に放送法に基づ
く公共放送として再出発したものです。
この放送法は、
ＮＨＫが受信料を財源とし、公共放送として
の使命を果たすために必要な基本事項を定めています。
その
大きな特徴は、
ＮＨＫの仕事とそのしくみについて、
ＮＨＫの自
主性がきわめて入念に保障されていることです。

放送法は、
「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でな
ければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」
と、放
送番組編集の自由をはっきり保障しています。
その上で、放送法は、番組編集に関する一定のルールを設け、
放送事業者に対し自律的な取り組みを求めています。番組編集
にあたって守るべきルールとしては、国内放送事業者共通の規定
に加え、NHKのみに関する規定があります。NHKは、
より高い公
共性を求められる放送局であることを強く認識し、豊かで良い放送
番組作りに努めています。
〈国内放送を行う事業者に求められているもの〉
１. ①公安および善良な風俗を害しないこと
②政治的に公平であること
③報道は事実をまげないですること
④意見が対立している問題については、
できるだけ多くの角度
から論点を明らかにすること

２.教養、教育、報道、娯楽番組の相互の間の調和を保つこと
（基
幹放送事業者の場合）
など
〈上記に加え、
ＮＨＫに求められているもの〉
１.豊かで、
かつ、良い放送番組の放送を行うことによって公衆の
要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与すること
２.全国向けのほか地方向けの放送を行うこと
３.過去の文化の保存、新しい文化の育成と普及に寄与することなど
また、放送事業者は、
自ら番組編集の基準を定めて公表し、
そ
れによって、
自己の放送を律するよう求められています。NHKは、
こ
れを受けて、
「日本放送協会国内番組基準」
「日本放送協会国際
番組基準」
を定め、番組編集の基準としています。
さらに、放送番組の適正を図るために放送番組審議機関を設
置することとされています。NHKでは、中央、各地方、国際の放送
番組審議会を設け、番組作りに生かしています。

財政の自立性
NHKが自主性を守っていくためには、財政の自立を必要としま
す。
これを実現するのが受信料制度です。
NHKの運営財源である受信料は、
すべての受信者に公平に

事業運営の自主性とコーポレート・ガバナンス
NHKの事業運営の自主性を保ちながら、受信料をお
支払いいただいている視聴者・国民のみなさまのご意見
がNHKの経営に的確に反映されるよう、NHKの事業運
営は下図のようなしくみで行われています。

・予算・事業計画の承認などについては、国民の代表である国会を中心と
した手続きが定められています
・会長の任免や経営方針など重要事項の決定は、
経営委員会が行います
・NHK自身でも、適正、的確に業務を行うためのさまざまな取り組みを行っ
ています

視 聴 者 ・ 国 民 の み な さ ま
代 表
意見聴取

ご 意 見

受 信 料

国

・予算
・
事業計画の提出（総務大臣意見を添付）
・財務諸表の提出、検査報告
・業務報告書の報告（総務大臣意見を添付）
・経営委員任免の同意を求める

会

・経営委員
任免の同意
・予算・事業計画
の承認

政

府

経 営 委 員 会
（委員12人・非常勤および常勤）

放送番組審議会
・放送番組の適正を図るため、
放送番組全般について答申・意見
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・議決事項の提案
・職務執行状況報告義務
・説明要求に基づく説明義務

・予算・事業計画の提出
・財務諸表・業務報告書の提出 等
・経営委員の中から任命
・職務執行の監督
・職務執行の監査
・監査状況の報告
・不法行為等の差止め請求

・経営の重要事項の議決
・職務執行の監督
告
報
・会長の任免、
の
実
副会長・理事任免の
事
念
求 査
同意
懸
請
害
め 等調
損
査
・
監 差止 況
の
状
行 等の 産
〈執行部〉
執
財
務 行為 ・
会 長
職 法
収
・ 不
徴
副会長
・ 報告
理事（7〜10人）
・

職

委 員

高橋 正美

委 員

中島 尚正
長谷川 三千子
村田 晃嗣
渡邊 博美

委 員
委 員
委 員
委 員

（委員3人以上、
うち1人
以上は常勤）

委 員

・経営委員会が任命
・財務諸表の監査
・役員の不正行為等の
監査委員会への報告義務

名

委 員

委員長職務代行者

委 員

会計監査人

氏

石原
森下
井伊
槍田
小林
佐藤
堰八

委員長

監査委員会

（公認会計士または
監査法人）

理大臣が任命します。任期は３年です。
経営委員会は、執行部に対する目標管理・業績評価を行い、評
価結果を処遇に反映させるなど、会長以下の執行部に対するガバ
ナンスを強化し、監督を十全に行っています。
さらに、権限の適正な
行使に資するよう、経営委員が視聴者のみなさまから直接ご意見
をうかがう
「視聴者のみなさまと語る会」
を開催しており、全国で６回
以上の実施を予定しています。
経営委員会では、透明性を確保し、視聴者のみなさまへの説明
責任を果たすため、議事録を公表するなど、活動内容をホームペー
ジでお知らせしています。
平成31年4月1日現在

役

会計の検査

ＮＨＫ

経営委員会は、役員の職務の執行を監督し、
ＮＨＫの経営に関
する基本方針、業務の適正を確保するための体制整備や、収支
予算・事業計画、収支決算、放送番組の編集に関する基本計画、
受信契約の条項や受信料の免除基準などを議決するＮＨＫの最
高意思決定機関です。会長を任命するほか、会長が行う副会長お
よび理事の任命に同意を与えるなどの権限を持っています。
経営委員会は12人の委員で構成されています。委員は、公共
の福祉に関し公正な判断ができ、広い経験と知識を有する者の中
から、教育・文化・科学・産業その他の分野および全国各地方が公
平に代表されることを考慮し、衆・参両議院の同意を得て、内閣総

会計検査院
・財務諸表の回付

・経営委員任免（内閣総理大臣）
・受信契約条項等の認可（総務大臣）等

経営委員会

経営委員会
委員

・決算検査報告

負担していただくように放送法で定められています。詳しくは
「受信
料制度」の項
（31〜33ページ）
をご覧ください。

委 員

進
俊三
雅子
松瑩
いずみ
友美子
義博

現

職

就任年月日

九州旅客鉄道
（株）
相談役

平成22.12.11

阪神高速道路
（株）
取締役会長

平成27. 3. 1

一橋大学国際・公共政策大学院教授

平成27. 3. 1

三井物産
（株）
顧問

平成30. 3. 1

ＡＮＡホールディングス
（株）
社外取締役

平成28. 6.20

追手門学院大学地域創造学部教授

平成27. 3. 1

（株）
北海道銀行代表取締役会長
ＮＨＫ経営委員会 委員
（常勤）
前損害保険ジャパン日本興亜
（株）
代表取締役副社長執行役員
（学）
海陽学園海陽中等教育学校長
埼玉大学名誉教授

平成28. 6.20
平成29. 2.16
平成25.12.11
平成25.12.11

同志社大学法学部教授

平成30. 3. 1

福島ヤクルト販売
（株）
代表取締役会長

平成28. 6.20

監査委員会
監査委員会は、経営委員を含む役員の職務の執行を
監査する権限を有しており、
いつでも、役員や職員に対し
て、職務執行に関する事項の報告を求め、協会の業務
や財産の状況を調査することができます。
監査委員会は、経営委員会委員の中から経営委員会
が任命した監査委員３人以上をもって組織され、
そのうち
少なくとも１人以上は常勤と定められています。

平成31年4月1日現在

氏

監査委員

名

高橋 正美

現

職

ＮＨＫ経営委員会委員
（常勤）

佐 藤 友美子 追手門学院大学地域創造学部教授
渡邊 博美

就任年月日
平成29. 2.16
平成27. 5.26

福島ヤクルト販売（株）代表取締役会長 平成30. 3.13

41

NHKの概要

運営としくみ
コンプライアンス意識の一層の徹底

リスクマネジメントの推進

ＮＨＫ役職員は、公共放送の使命と社会的責任を深く自覚
リスクマネジメントの取り組みは、
ＮＨＫの組織や業務のあり方
をしっかり管理し、公共放送として視聴者の信頼を高めるための
組織風土づくりに欠かせないものです。これまで進めてきた業務
改善の経緯を踏まえ、時代や社会環境の変化に応えながら、職
員の倫理意識の徹底と、
さらなる組織・業務改革に取り組みます。

して、
誠実に職務を遂行していきます。
2004年9月に、
ＮＨＫ役職員の行動の基本となる
「ＮＨＫ倫
理・行動憲章」
「行動指針」
を制定し、毎年、全役職員がその
内容を確認し誓約しています。
かつて視聴者のみなさまの信頼
を大きく失った経験を忘れることなく、一人ひとりの心の中にコ
ンプライアンス意識を根づかせる不断の努力を続けます。

リスクマネジメント推進の体制

職員へのコンプライアンス研修では、業務管理のポイントや

ＮＨＫは、業務に潜むリスクを低減するリスクマネジメントと、法

リスク事例を具体的に示しながら意識啓発に努めているほか、

令・ルール、規程などの順守を進めるコンプライアンスの活動を、

9月から11月までをコンプライアンス推進強化月間とし、職場

ＮＨＫグループ一体となって進めています。
その基本となるリスク

討議を軸に業務リスクの見える化などの施策を連動し、
コンプ

マネジメント委員会は、会長がＣＲＯ
（Chief Risk Oﬃcer チー

ライアンスの徹底を図っています。

フ・リスク・オフィサー）
およびＣＣＯ
（Chief Compliance Oﬃcer
チーフ・コンプライアンス・オフィサー）
を務め、副会長以下の理
事や関連団体の最高責任者などで構成しています。委員会は、
ＮＨＫグループにおけるリスクの的確な把握と具体的施策の実
行指示を行うとともに、中長期的に取り組むべき課題について
議論しています。
全国の各部局には、
部局リスクマネジメント委員会があります。
一人ひとりの職員やスタッフ等に対して、
ルールや規程等の順

〈ＮＨＫ倫理・行動憲章〉
ＮＨＫは、公共放送として自主自律を堅持し、健全な民
主主義の発展と文化の向上に役立つ、豊かで良い放
送を行うことを使命としています。
私たちは、
その使命と社会的責任を深く自覚し、次の
ことを行動の基本に掲げ、
職務を誠実に遂行します。

放送倫理の徹底

開示の求めは、
ＮＨＫの放送の視聴者ならどなたでもできま
す。所定の用紙に記入し、
「 開示の求め手数料」
とともに各放

NHKは放送の自主・自律を堅持し、正確で公平・公正な情

送局の窓口へ持参または郵送することで手続きできます。文

報や、豊かで質の高い放送を提供するよう努めています。
その

書は原則として開示します。
また、
ＮＨＫが行った開示・不開示

土台となっているのは、
放送法やNHKが定めた番組基準、
さら

等の判断について視聴者は再検討の求めを行うことができま

には放送ガイドラインです。
「NHK放送ガイドライン２０１５」
は、

す。
その場合、第三者機関である
「ＮＨＫ情報公開・個人情報

NHKの放送に携わるすべての人が取材や番組制作を行ううえ

保護審議委員会」
が客観的・中立的な立場から、
ＮＨＫの判断

で判断の指針とするもので、
ホームページでも公表しています。

をチェックし意見を述べます。
ＮＨＫは、審議委員会の意見を尊

放送だけでなく、
インターネットの利用拡大やモバイル端末の

重して、最終的な判断を行います。

急速な普及により、不確かな情報が瞬時に拡散する時代にな
りました。
また、
マスメディアに対しては、人権の尊重やプライバ
シーの保護、個人情報の適切な取り扱いも強く求められていま
す。放送倫理の順守はますます重要性を増し、
ＮＨＫは、
さまざま

個人情報の保護

な研修や現場で放送倫理を順守するよう徹底を図っています。

2017年5月に全面施行された改正個人情報保護法にの

NHKと民放連は、独立した第三者の立場から、視聴者の意

っとり、
ＮＨＫは、視聴者のみなさまの個人情報を適切に取り扱

しん し

見や苦情を真摯に聞き、放送倫理上の問題を判断してもらう

うための取り組みを実施しています。管理責任体制の明確化

BPOを設立しています。

や安全管理措置、苦情への対応などを定めた規程を整備し、

BPOには、3つの委員会
（放送倫理検証委員会、放送と人

役職員などに周知徹底するとともに、
ホームページでも公開し

権等権利に関する委員会、放送と青少年に関する委員会）
が

ています。個人情報保護法上の義務の適用が除外されている

あります。
ＮＨＫは、
ＢＰＯから意見や勧告を受けた場合には重く受け

報道分野などについても、
自主的に、安全管理措置や苦情へ
の対応について定め、個人情報が適切に取り扱われるよう、
取り組んでいます。

守を徹底するとともに、業務に潜むリスクの早期発見や課題対

・ 公共放送の使命を貫きます。

応を進め、
トラブルや不正の防止を図っています。

・ 視聴者のみなさまの信頼を大切にします。

「追跡 出家詐欺 」
を扱った番組では、
２つの委員会から、
そ

また、視聴者の方ご本人の個人情報の開示、利用目的の

・ 受信料の重みを認識して業務を行います。

れぞれ
「重大な放送倫理違反があった」、
「放送倫理上重大な

通知の求めなどを受け付ける体制も整備しています。
「個人情

・ コンプライアンスを徹底します。

問題あり」
と指摘されました。
この問題を放送に携わる一人ひ

報

とりが重く受け止め再発防止を徹底しています。

を証明する書類と合わせて、各放送局の窓口へ持参または郵

リスクマネジメント推進の体制
会

・ 活力あるより良い職場環境を追求します。

長（ＣＲＯ／ＣＣＯ）

リスクマネジメント委員会

CRO ： Chief Risk Oﬃcer
CCO ： Chief Compliance Oﬃcer

会長の指名する理事等
＊子会社、関連会社・公益法人等の最高
責任者
（リスクマネジメント責任者）
を含む

グループ内部窓口
（リスク管理室）

報の開示の求めに対してはＮＨＫ個人情報保護規程にのっと

ります。会長・役員および各組織の長は、本憲章に反す
り、再発防止に努めるとともに、社会への説明責任を果

り原則として開示します。
また、
ＮＨＫが一部開示または不開示

自主的な情報公開
ＮＨＫは、受信料で成り立つ公共放送として、視聴者のみな

たします。

開示等の求め」
は、所定の用紙に記入し、本人であること

送することで手続きができます。
ＮＨＫが保有している個人情

NＨＫの全役職員は、本憲章を順守し、
その徹底を図
る事態が発生したときは、迅速に調査と原因究明にあた

通 報 制 度

止めて対応しています。

と判断した場合は、
その判断に対して再検討を求めることがで
きます。

さまへの説明責任を果たし、事業運営の透明性を確保するた

グループ外部窓口
（弁護士事務所）

め、
自主的な情報公開のしくみを整備・運用しています。
リスク管理室

Ｉ
Ｔマネジメント委員会

（リスクマネジメント委員会事務局）

連携

連携

Ｉ
Ｔリスクマネジメント
関連事項

関連事業局

連携

情報システム局

2019年度

リスクマネジメント活動方針

公共放送人としての倫理意識を醸成・浸透する取り組

事録、予算書、決算書、業務報告書などは、
ホームページで公

みの推進と、各部局でのリスクマネジメント活動の継続

開するとともに、全国の放送局・営業センターにも備え置いて

化、体制の強化を重点に、
コンプライアンスの徹底とリス

公開しています。

ク対策の強化を進めます。
全国各部局長

（リスクマネジメント推進責任者）

部局リスクマネジメント委員会
全国各部管理職
（リスクマネジメント推進担当者）
※役職・人数などの体制は部局長決定
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関連団体

経営委員会議事録や理事会議事録、放送番組審議会議

また、視聴者の方からの求めに応じて、
ＮＨＫが業務で保有
している文書を個別に開示する、
「 開示の求め」
も受け付けて
います。放送番組編集の自由を確保する観点などから、放送

通 報 制 度

番組の取材・制作・編成に関する文書などは、
「 開示の求め」

各関連団体窓口

の対象外としていますが、関係する情報は、
できるだけ提供す
るように努めています。
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番組などに関するお問い合わせ・ご意見は

運営としくみ

北海道地方
札 幌 放 送 局 （011）232-4001

NHKふれあいセンターまで

▶北海道中央営業センター（011）232-4021
▶北海道南営業センター（0138）27-1116

北海道地方

ＮＨＫの関連団体について
ＮＨＫの関連団体は、
それぞれの事業分野でＮＨＫの業務を
補完・支援し、
ＮＨＫグループの一員として、
ＮＨＫとともに豊か

（株）ＮＨＫエンタープライズ

います。

（株）ＮＨＫエデュケーショナル

の節減を図ると同時に、
メディア環境や社会・経済状況が変
化していく中で、
ＮＨＫのソフト資産・ノウハウの利活用・社会還
元を進め、副次収入等での財政的寄与により、視聴者のみな
さまの負担を抑制することを目標として、運営されています。
今後も、効率性と公共放送の質の確保という点で、
よりバラ

函 館 放 送 局 （0138）27-0111

広 島 放 送 局 （082）504-5111
■福山支局
2019年 4月現在

【子会社】

で多様な放送文化の創造に努めることを基本的な役割として
関連団体の事業は、
ＮＨＫの業務の効率的推進により経費

▶北海道東営業センター（0155）23-3114

中国地方
NHK関連団体一覧

旭 川 放 送 局 （0166）24-7000

（084）922-7300

帯 広 放 送 局 （0155）23-3111

岡 山 放 送 局 （086）214-4700
松 江 放 送 局 （0852）32-0700

（株）ＮＨＫグローバルメディアサービス
（株）日本国際放送

東北地方

鳥 取 放 送 局 （0857）29-9200
■米子支局
■下関支局

（083）921-3737

東北地方
関東
甲信越地方

（株）ＮＨＫアート
（株）ＮＨＫテクノロジーズ

中国地方

（株）ＮＨＫ出版

力を高めていくこととしています。

（株）ＮＨＫ文化センター

近畿地方

九州・沖縄
地方

ＮＨＫ営業サービス（株）

東海・
北陸地方

仙 台 放 送 局 （022）211-1001
秋 田 放 送 局 （018）825-8111
山 形 放 送 局 （023）625-9511
■鶴岡支局

（023）625-9511

盛 岡 放 送 局 （019）626-8811
四国地方

福 島 放 送 局 （024）526-4333

【関連公益法人等】
（ー財）ＮＨＫサービスセンター

■郡山支局

（024）932-5500

■いわき支局

（0246）25-8111

青 森 放 送 局 （017）774-5111

（ー財）ＮＨＫインターナショナル
（ー財）ＮＨＫエンジニアリングシステム
（ー財）ＮＨＫ放送研修センター

四国地方

東海･北陸地方

（学）ＮＨＫ学園

松 山 放 送 局 （089）921-1111

名古屋放送局 （052）952-7000

（公財）ＮＨＫ交響楽団

高 知 放 送 局 （088）823-2300

▶中央営業センター （052）952-7268

（福）ＮＨＫ厚生文化事業団

徳 島 放 送 局 （088）626-5970

〈福利厚生団体〉

高 松 放 送 局 （087）825-0151

日本放送協会健康保険組合

▶名古屋駅前営業センター（052）589-6780
■豊橋支局

（0532）55-1121

金 沢 放 送 局 （076）264-7001
静 岡 放 送 局 （054）654-4000

（一財）日本放送協会共済会
このほか、関連会社が4社あります。

九州･沖縄地方

■弘前支局

（0172）32-5411

■八戸支局

（0178）43-9211

関東甲信越地方
放送センター （03）3465-1111
▶中央営業センター （03）5456-2141
▶池袋営業センター （03）3984-6731
▶上野営業センター （03）3845-8830

福 井 放 送 局 （0776）28-8850

▶西東京営業センター（042）528-6000

富 山 放 送 局 （076）444-6600

NHKアーカイブス（048）268-8807

福 岡 放 送 局 （092）724-2800

津 放 送 局 （059）229-3000

NHK放送博物館（03）5400-6900

北九州放送局 （093）591-5002

岐 阜 放 送 局 （058）264-4611

長 野 放 送 局 （026）291-5200

熊本放送局

（096）326-8203

■高山支局

（0577）32-5215

鹿児島放送局 （099）805-7000
宮 崎 放 送 局 （0985）32-8111
大 分 放 送 局 （097）533-2800
佐 賀 放 送 局 （0952）28-5000
沖 縄 放 送 局 （098）865-2222

（026）291-5200

甲 府 放 送 局 （055）255-2148

近畿地方
大 阪 放 送 局 （06）6941-0431

横 浜 放 送 局 （045）212-2822
▶かながわ西営業センター（046）235-7000

▶大阪中央営業センター（06）6937-9000

▶かながわ東営業センター（044）712-1100

▶南大阪営業センター（06）6636-2571

前 橋 放 送 局 （027）251-1711

▶北大阪営業センター（06）6835-8001

水 戸 放 送 局 （029）232-9885

京 都 放 送 局 （075）251-1111
※2019年4月現在の情報です。

■松本支局

新 潟 放 送 局 （025）230-1616

長 崎 放 送 局 （095）821-1115

千 葉 放 送 局 （043）203-1001

神 戸 放 送 局 （078）252-5000

▶船橋営業センター （047）435-8100

▶阪神営業センター （06）4960-2213

宇都宮放送局 （028）634-9155

和歌山放送局 （073）424-8111
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北 見 放 送 局 （0157）23-4181
室 蘭 放 送 局 （0143）22-7271

（0859）22-6121

（株）ＮＨＫプロモーション

（株）ＮＨＫビジネスクリエイト

釧 路 放 送 局 （0154）41-9191

山 口 放 送 局 （083）921-3737

（株）ＮＨＫプラネット

ンスのとれたグループ経営に努め、
ＮＨＫグループ全体の総合

▶北海道北営業センター（0166）24-7100

さいたま放送局 （048）833-2041

奈 良 放 送 局 （0742）26-3411

▶さいたま放送局営業部（048）600-6711

大 津 放 送 局 （077）522-5101

▶さいたま西営業センター（049）246-3111
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