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追求する「新しいNHKらしさ」

――　前田会長が覚悟をもって目指す「新し

いNHKらしさ」について、松坂専務理事の考

えを聞かせてほしい。

松坂　「NHKらしさ」という考えは、昨年の早

い段階で会長から提示があった。メディア環

境の激しい変化が続く中にあって、公共メディ

アであるNHKが目指すべきことは、すべての

人に正確で公平公正な情報や、良質で多様

なコンテンツを届けるという信頼される情報基

盤としての役割を果たすこと。そのためには、こ

れまで大切にしてきた「NHKらしさ」を守りなが

ら、時代の変化に即した「新しさ」を加えつつ

変化するNHKらしさが重要だということで、「新

しいNHKらしさ」と考えた。これができなけれ

ばNHKの存在意義はない、そういった覚悟を

もって実現していく。

――　「NHKらしさ」はファジーな感じだが、そ

うした意見はなかったのか。

松坂　「NHKらしさ」には、NHKグループや外

部プロダクションにも一緒に考えてもらいたい

という問いかけもある。同時に、サービスを受け

る視聴者は「NHKらしさ」をどう考えているの

か。若い層の意識も含め、視聴者からの声や

幅広い調査データなどを生かしていきたい。

――　覚悟という言葉をどう受け止めたか。

松坂　目指す目標を実現するために、既存業

務を抜本的に見直し、構造改革を徹底させ、

支出を見直す。そして、受信料を値下げする。

具体的には、衛星波や音声波の整理・削減、

訪問によらない営業活動への移行など思い

切った改革を行う。それにより、3年間で550

億円規模の支出削減を目指す。経費を700

億円規模で削減する一方で、新しいNHKを

具現化するために取り組むべき5つの重点項

目に150億円を投資する。

“人財”改革で何を打破するのか

――　5つの重点項目の5番目に「人事制度

改革」がある。前田会長は、総務省の公共放

送の在り方に関する検討分科会で構造改革

の断行として人事制度改革を話されている。

前回のNHK経営計画では触れられていな

かったテーマだが、その考えは何か。

松坂　会長から「NHKは年功序列と縦ライン

が強い組織だ」と指摘された。そこで、年功序

列や縦が強いことによる弊害をなくすために、

これまでも取り組んできた人事制度改革をよ

り推進していくことにした。この改革について、

会長が職員に説明するオンライン会議を開い

ているが、職員の半数以上がすでに参加する

など、関心が高い。会長は柔軟な組織づくりを

考えていると思う。

　また、縦ラインが強いということは、専門性

が高くなるという良い面もある。職種を越えた

採用は、私が入局した1983年ごろからすでに

必要性が議論されていたが、実行になかなか

移されなかった。しかし、職種の壁を越えたコン

テンツやサービスの提供が必要になってきて

いることもあり、職種を越えた採用を導入する

ことにした。

――　職種を越えるとはどういうことか。

松坂　採用から入局に至る過程で経験して

みたい職種を２～３選んでもらい、入局後トライ

アルを行う。早い段階でNHKならではの多様

な業務を知ってもらうことが目的で、ある程度

の年次になったときに、希望すれば別の職種

に柔軟に変わることができるようにする。

“人財”確保のキーワード
「地域」と「専門性」

――　「地域に根ざす人財」、「高い専門性

を持つ多様な人財」を確保するという考えに

ついて。

松坂　地域の魅力や課題を広く発信し、多様

な地域社会に貢献することは重要であり、そ

のためにNHKでは地域職員制度を設けてい

るが、広がっていなかった。これは、主な勤務

地となる道府県を特定して採用し、特定した道

府県内にある放送局などでの勤務を基本とす

るもの。入局以降はさまざまな業務を担当し、

主たる業務の専門性を深めるとともに、地域

放送局の業務全般を理解してもらうことで、地

域社会での人脈やネットワークを築くこともでき

る。また最近では、地域に軸足を置きたいとい

う考えが若い人に増え、介護など家庭環境の

変化もあるので、地域採用の拡充に努めてい

きたい。

　専門知識を生かすことは、ＮＨＫのあらゆる

業務で必要だ。職員それぞれが担当する業務

に合わせて、高い専門性が求められている。デ
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ジタルやシステムに関しても、高い専門性を有

する人材の確保が重要だ。そのために、研究

機関などへの派遣や研修の充実、キャリア採

用も強化していきたい。

――　人事評価がポイントになると思うが、ど

うなるのか。

松坂　「〇〇さんは仕事ができる」というような

口伝え的な評価ではなく、職歴や成果、特技、

特性などを客観的なデータとして科学的に管

理していきたい。同時に、地域放送局を含め、

希望者が手を挙げやすい環境づくりも必要だ

と思っている。

――　ダイバーシティの推進を掲げている。

松坂　公共メディアとして社会の多様性の実

現を後押しするためには、送り手側にも多様性

が必要。例えば、定期採用数の女性の割合

は2018年度が36%で、2020年には47.4%、

2021年4月の入局予定者は51.6%で、女性

の割合は年々増えている。一方、過去に女性

の採用数が少なかったことから、女性の管理

職は2020年で10.6%と低い。目標とする女

性管理職の割合をさらに引き上げることにして

いる。障害者雇用に関しては、法定雇用率は

超えているが、さらに多くの方にＮＨＫで一緒に

仕事をしていただきたいと考えている。

――　「番組経費の見直し」に「番組コスト

の査定を徹底」と強調している。査定という難

しい立場の人材はどうするのか。

松坂　NHKでは番組別カルテを作成して、番

組の狙いや視聴率、質の評価などを加味して

番組の効果を測ってきた。これらにコストと視

聴者に対する調査などを加えて、客観的かつ

多角的なデータに基づいて番組の取捨選択、

継続の判断などを行っていく。例えば、看板番

組を客観的データに基づくチャートで見ると、コ

ストパフォーマンスが良く、視聴者の支持も高

い傾向が読み取れる。試行錯誤は続くが、客

観的データに基づくチャートは納得のいく結果

を示している。

番組づくりと合理的な
コストの考え

――　ジャンル別に番組制作を整理していき

たいとある。狙いは何か。

松坂　番組の予算管理をこれまでは地上や

衛星という放送の「波」や、総合やEテレという

チャンネルで行っていたが、ジャンル別にする

ことで重複しているような内容の番組を整理・

削減できる。それにより、経営資源を集中させ、

より質の高いコンテンツを、合理的なコストで、

最適な媒体を通じて提供することができる。

――　「合理的なコストで最適な媒体」となっ

たとき、制作の総量は「減る」のか。また、地

上波、衛星波、ラジオ、ネットの役割をどう考

え、生かすのか。

松坂　放送番組については絞っていくこと

になる。衛星波は右旋が3波（BS1、BSP、

BS4K）あるが、2023年度中に2Kのうちの1

波を削減することで、コンテンツ制作のコストを

削減できる。衛星波は地上波では伝えられな

いコンテンツや高画質を生かした自然やエンタ

テインメント番組を放送しているが、波を絞って

いく過程で、地上波と衛星波をどう設計してい

くか、大きな課題だと考えている。

――　世界に先駆けて開始した8K放送をど

うするのか。

松坂　BS8Kについては、東京オリンピック・

パラリンピックを終えた後にあり方を検討した

い。8K放送の設備投資は一通り終わってい

るので、8Kの特性を生かしたコンテンツ制作

を、合理的なコストで行うことを徹底した上で

検討を進めていきたいと考えている。

――　ネットで提供する地方向け放送番組

の考えと設備充実について、NHKプラスとの

関係でどう考えているのか。

松坂　NHKプラスでは、NHKの全国の拠点

放送局が制作・放送した地域番組を3月3日か

ら見逃し番組配信で視聴できるようになった。

このサービスは東京と大阪に設備を設けてス

タートしたが、これ以外の拠点地域の設備拡

充はネット技術の進歩が早いので、状況を見

ながら進めていきたい。

――　「海外向けコンテンツ」のネット配信の

イメージはどうか。

松坂　衛星などを通して提供してきた国際放

送「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」はネット配信も

行っている。海外では放送と同時にネットでの

配信を求められるケースも多く、また視聴行動

がネットに移行していることなどもある。ホーム

ページやアプリ、SNSを活用することで見逃し

やアーカイブ利用もサービスできる。

　さらに、ネットは多言語化も可能で、英語の

ほかに６つの言語にAIで自動的に変換でき

る。昨年3月に放送したNHKスペシャル『“パ

ンデミック”との闘い～感染拡大は封じ込めら



18 5-2021

れるか～』のショート動画は世界で２,０００万

回以上再生され、公式YouTubeのチャンネル

登録者も先月100万人を超えた。ネットを使っ

て効果的に伝えることが重要だ。

目指す「視聴者とのコミュニティづくり」

――　「バーチャル・プラットフォーム」などの

ネット技術を使って視聴者コミュニケーション

を改革する狙いは何か。

松坂　NHKは受信料で支えられているので、

視聴者との接点は重要だ。それを実現する一

つがバーチャル・プラットフォームで、拡張技術

を活用して出演者と視聴者が同じ仮想空間

に参加できるという、これまでにない視聴体験

の取り組みだ。こうしたことを含め、最近は「視

聴者リレーション」という言葉を使い始めて、視

聴者との結びつきを強める取り組みを進めて

いる。

――　アバター参加など、仮想空間によるコ

ミュニケーションでどう変わるのか。

松坂　2月23日に環境問題をクイズやゲーム

で学ぶエンタテインメント番組『未来王2030』

を放送した。13歳から24歳までの回答者約

100人がアバターとなってバーチャル空間に

集まり、環境問題に取り組んでいく。また、昨

年末にはEテレ『ハートネットTV』で全国のひ

きこもりの子を持つ親と当事者がバーチャル

空間に集合して親子対談をした。コロナで開

催できなかった学園祭をバーチャルで行う模様

も放送した。こうした仮想空間によるコミュニ

ケーションは、特に若い人に高い関心を持って

もらえ、新しいチャンスを見いだすことができる

と考えている。

　視聴者参加はNHKの特長の一つでもあ

り、代表的な番組として『NHKのど自慢』や『ド

キュメント72時間』、『サラメシ』、BS1の『ザ・

ディレクソン』など数多くある。また、地域放送

局では視聴者からの課題や疑問を取材して

放送する取り組みも始めている。こうした視聴

者との接点を大事にしながら、そこに新しい技

術を取り入れていきたい。

――　「NHKが取材した情報やデータを公

共財として広く活用できるよう、オープン化に

取り組む」とある。ネット時代に注目される取り

組みだ。

松坂　世界ではオープンデータ化が進んでい

る。昨年12月15日から新型コロナの全国都

道府県別感染者数などのCSVデータをダウ

ンロードできるようにしたところ、大変多くのダ

ウンロードがある。また、ニュースなどでまとめた

図表を使いたいという声も多くいただくので、

著作権やプライバシー上の問題などをクリアで

きたものについてはオープンにしていきたいと

思っている。映像については、番組や素材から

切り出した映像や音声を、NHKのアーカイブ

スポータルのクリエイティブ・ライブラリーに素

材用として7,000件ほどアップしている。月1.5

万件ほどのニーズがある。また、コロナの影響

で教育利用も増えている。アーカイブの利用

について、局内でチームを作って公共財という

観点で取り組みを強化している。

NHK独自仕様の見直しなど、
設備投資も効率化へ

――　スリム化を目指す上で、NHK独自仕

様の見直しや更新の抑制、さらに設備のシン

プル化、集約化、クラウド化で考えていること

は何か。

松坂　設備投資の削減につながるので重要

な考えだ。一方で、NHKはあまねく、ミスなく伝

えることが強く求められ、それに応じた設備整

備をしてきたが、これからは絶対に必要なもの

に絞った設備整備、重厚長大化した設備の

簡素化を図る。例えば、現在、地域放送局の

マスター更新を行っているが、拠点放送局に

域内放送局の機能を移して共通で利用した

り、ポスプロ設備も簡易な処理にはパソコン

機能を使うなどのトライアルを行っている。つま

り、コンテンツによって使う設備にメリハリをつ

けるということだろう。

　クラウドについては、番組の素材のやり取

り、編集、遠隔での試写などに活用している。

クラウドを活用することで、自前で持つ設備を

スリム化でき、リモートワークも広がる。すべて

を自前で賄うのではなく、既存の汎用製品やク

ラウドを活用することで設備投資の削減につ

なげることを、これまで以上に進めていく。

――　最後に、専務理事として最も訴えたい

ことをお聞きしたい。

松坂　メディアを取り巻く状況は激変し、それ

とともに情報を取得する手段も多様化してい

る。そうした中でNHKは公共メディアとして受

信料に支えられている。一方、受信料をなぜ払

わなければならないのかという声もある。それに

応えるには、一つは徹底した効率化、スリムで

強靭な経営体質をつくっていくこと。もう一つ

はNHKならではのコンテンツ、サービスを提供

していくことだ。この2つをきちんとやっていか

ないとNHKの存在意義がなくなるという危機

感をもって取り組んでいくことだ。

――　お忙しいところ、ありがとうございまし

た。
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