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ニターを実施したほか，ネットコンテンツ 8件に
ついてもモニターを試行した。モニター対象の番
組選定にあたっては，新番組や開発番組，特集番
組を中心に，「戦争と平和」関連番組など，幅広
い分野から注目度の高い番組を重点的に選んだ。
　モニターの意向の集計・分析資料は，原則とし
て月 1回，月報として理事会にも報告している。
　18年11月には，モニターの代表から直接，ニュ
ースや番組に対する意見や要望を聞く懇談会を開
催し，報道局や制作局，編成局などの責任者も出
席して，活発な意見交換が行われた。また，夏の
定期異動後に全局を対象にした「モニター管理業
務説明会」を開くなど，各局のモニター担当者に
対する支援に力を入れ，19年度からのモニター関
連業務の拠点局集約に向け，業務の切り分けを進
めた。また「地域貢献」の評価指標を織り込んだ
新様式を整備するなど，NHK全体でのモニター
管理の充実・強化を図った。

3．人権・商標問い合わせ

　考査室では，取材・制作の過程で生じる人権や
差別，広告などに関する問題についての問い合わ
せや相談に対して日常的に助言を行い，番組の質
の維持向上や，放送倫理の徹底を図っている。18
年度は，1,345件の相談に対応した。

5 節 調査研究
　NHK放送文化研究所（文研）は，メディア環
境の急激な変化の中で，時代が求める放送やメデ
ィア，国内外の公共放送についての調査・研究，人々
のメディアへの接触動向の調査などを実施し，その
成果を，多様な場で公表し，社会に還元した。
　（①～⑤は18年度調査・研究の重点項目）
①「 時代が求める新しい “放送・メディア” サー
ビスを探る」

　広い世代で進むスマホファースト，新しい動画
サービスの登場など，メディア環境が激変し，放
送と通信の融合が新たなステージへ入りつつある
中で，海外の先進事例の研究や国内の最新メディ
ア動向，視聴者のメディア利用などについて多角
的に調査研究を行い，「これからのテレビは，メ
ディアはどこへ向かうのか」を考察した。
②「豊かな放送文化の継承・発展」
　2025年の「放送100年」に向けて，長期的な視
点から歴史資料や証言の収集を継続するととも
に，番組アーカイブを資料とするさまざまな研究
など，幅広く放送文化の考察を行った。NHKの
経営方針の柱の一つに「地域への貢献」が位置づ
けられる中，文研が継続してきた地域放送研究を
より多角的に進め，NHK地域局支援にも活用でき
る方策を探った。放送現場で役立つことばの研究を
継続し，豊かな放送文化の継承と発展を目指した。
③「 多メディア時代における “世論” を幅広く捉
える」

　メディア環境や世論調査を取り巻く環境が大き
く変化する中，「多メディア利用を総体的に測定
する新方式の開発」など，次世代世論調査の開発
に力を入れた。社会的に関心の高いテーマについ
て適宜世論調査を実施して，放送や刊行物などで
成果を発信した。
④「新しい “公共メディア” の在り方を考える」
　放送と通信の融合時代のNHKは「公共メディ
ア」としてどのような役割を果たすべきか，現在
を見つめ，将来の姿を展望した。2020年の東京オ
リンピック・パラリンピックに向けた調査研究を
継続したほか，災害情報伝達に関する研究を進め，
防災減災に寄与する緊急報道の在り方を考察し
た。また，60年を迎える教育テレビの歴史を振り
返りながらメディア教育の現状を調査研究し，公
共メディアの教育サービスの在り方を考えた。
⑤「デジタル発信強化と，創造的な調査研究」
　文研の調査研究成果のデジタル発信により，文



第
2
部

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
概
況

第２部　NHKの概況｜第１章　放送｜5 節　調査研究

115 NHK年鑑’19

研公開ホームページ・文研ブログ・ツイッターな
どを通して成果を発信した。また『放送研究と調
査』などの刊行物，「文研フォーラム」をはじめ
とする講演・発表，放送博物館の企画展示など，
研究内容に最もふさわしい媒体・スタイルで発信
し「利用しやすい文研」を目指した。学会などへ
の積極的な参加や，外部研究者・放送人とのネッ
トワークを通して，研究の深化と領域拡大に努めた。
　一方で，研究員の論文について，外部有識者に
よるレビューを実施し質の向上にも努めた。また，
各種学会での研究発表や外部での講演，パネリス
トとしての参加も積極的に行った。

海外メディアの研究

1．公共放送総合研究

　2020年の東京パラリンピックを前に，公共放送
が共生社会に向けた変革に果たしうる役割につい
て，イギリス，ドイツ，デンマークのパラリンピ
ック放送の内容と影響を検証し，『NHK放送文化
研究所年報2019』で考察した。イギリスのチャン
ネル 4が障害者プレゼンターの起用などを通し，
障害者がテレビ界で働くことを「当たり前」にし
てきた実績などを踏まえ，少数者が社会参画する共
生社会の促進に放送が寄与できることを示した。
　18年10月の国際公共放送会議（PBI）における
BBCホール会長の基調講演を軸にヨーロッパの
公共放送の現況を，また，デンマークの受信料廃
止の経緯や背景などについて『放送研究と調査』
（18年 9 月号，19年 2 月号）で報告した。
　また，BBCの規制監督権限が，BBCトラストの
廃止によって英放送通信庁（Ofcom）に移されたこ
とでどう変わるのか，Ofcomの放送担当責任者の
話を『放送研究と調査』（18年 8 月号）でまとめた。
　さらに18年 3 月の文研フォーラムのシンポジウ
ムの報告を踏まえ，BBCのマルチプラットフォ
ーム戦略を『放送研究と調査』（18年 6 ，7 月号）
にまとめた。
　19年 3 月の文研フォーラムでは，BBCが，ロ
ンドン・イングランド中心の目線になりがちなメ
インチャンネルとは一線を画する新たなチャンネ
ルBBCスコットランドを立ち上げ，スコットラ
ンドの視点に立ったニュースや番組の放送を開始
した背景やねらいについて報告した。
　また，フォーラムでは，BBCが地域ジャーナ
リズムを支援するために発足させたローカルニュ
ースパートナーシップの副本部長を招き，BBC

の出資で，パートナーとなった全英各地の地方新
聞に「民主主義リポーター」を配置し，地方議会
の動きなどを取材した記事を広く配信，共有する
新たな試みも紹介した。

2．海外メディア総合研究

　19年 3 月の文研フォーラムでは，アメリカのジ
ャーナリズムが直面する危機を乗り越えるための
取り組みの一つとして，媒体も規模も異なるメデ
ィアの多様な連携が広がる現状について報告し，
こうした連携に参加するフィラデルフィアのメデ
ィア，それに連携を後押しする課題解決型ジャー
ナリズムを推進するネットワークの代表を招き，
その実績を踏まえ，取材や発信での連携の成果や
意義，課題などについて話し合った。

3．グローバル化と放送メディア研究

　放送と通信の融合が進む中で，地上放送の高度
化に向けて世界各国ではどのような動きがあるの
か，特にアメリカで実証実験が始まっている次世
代地上放送規格「ATSC3.0」に注目し，その可能
性や実験に参加する公共放送や商業放送事業者の
ねらいについて『放送研究と調査』（18年10月号，19
年 3月号）でまとめ，文研フォーラムでも報告した。
　また，18年のアジア太平洋放送連合（ABU）
総会取材を基に参加したアジアの公共放送などの
新たな動きを『放送研究と調査』（19年 1 月号）
でまとめた。

4．『NHKデータブック世界の放送2019』
の編集・刊行

　『NHKデータブック世界の放送』の19年版を発
刊。世界各国の放送業界や放送事業者の概況に加え，
デジタル・プラットフォームの影響力拡大を受けた
制度の見直しや業界再編，テレビ局によるネット配
信サービスの多様化，それにデジタルファースト番
組の登場など，最新の動きをふかんする内容とした。

国内メディア動向の研究

1．デジタルテクノロジーの進化とこれから
のテレビ・メディアに関する研究

　デジタルテクノロジーなどの進化とともにメデ
ィアを取り巻く環境が激変する中，新しいテレビ，
新しいメディアに関する研究を継続した。
　『放送研究と調査』の連載シリーズ，「これか
らの“放送”はどこに向かうのか？」では，放送
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通信融合時代におけるテレビ・放送，メディア界
の最新動向を踏まえ，課題や可能性をふかんして
考察，18年度は18年10月号，19年 3 月号に論考を
発表した。研究の成果はNHKの関係部局への報
告会等でも還元したほか，外部での講演やシンポ
ジウム等も数多く実施。19年 3 月の文研フォーラ
ムでは，放送をめぐる最新の政策論議や周辺状況
などを報告するとともに，地域で先駆的な取り組
みをしている民放局，ケーブルテレビ，NHKの
トップを招き，地域メディアの公共的価値をテー
マにシンポジウムを開催した。
　また，4 K・8 Kや動画配信など，新しい放送・通信
サービスについての世論調査の報告を『放送研究と
調査』18年 7月号に発表。なかでも，海外で拡大し
ている有料動画配信の国内加入者動向については，
19年 3 月の文研フォーラムで研究発表を行った。
　このほか，ヨーロッパ最大の放送機器展から放
送の未来を読み解くリポートを『放送研究と調
査』19年 1 月号に発表。さらに，公共メディアに
よるVR（バーチャルリアリティー），AR（拡張
現実）などのテクノロジー活用の可能性に関する
研究等も行った。

2．放送・メディアとジャーナリズムの在り
方に関する調査研究

　倫理や法律，権利問題等の最新動向を通し，こ
れからの時代のジャーナリズムの在り方を問う調
査研究を継続した。
　18年で発足15年を迎えたBPO。なかでも放送の
倫理違反について数々の判断をしてきた放送倫理
検証委員会に関するこれまでの調査研究の成果を
基に「放送の自由・自律とBPOの役割―放送番組の
自主規制活動の意義と課題―」と題した論考を19年
1月，『NHK放送文化研究所年報2019』に発表した。
　18年 5 月には，地域に根ざしたジャーナリズム
の在り方を，民放ローカル局や地方新聞社の取り
組みなどから考える論考を『放送研究と調査』に
発表した。
　18年 8 月と 9月には「“著作権70年時代”と放
送アーカイブス活用」と題し，著作権を中心とし
た権利関係の諸課題を考える論考を発表。また，
著作権侵害コンテンツ対策の課題を，深刻化する
海賊版サイトの“ブロッキング”に対する議論か
ら考えるリポートを『放送研究と調査』18年 9 月
号に発表した。
　さらに，2020年の東京パラリンピック開催を機
に機運が高まる「共生社会」の実現に向け，放送
が果たすべき役割について考える調査研究も継

続。18年 3 月のピョンチャンパラリンピックの放
送に対する障害者の受け止めについての調査報告
を『放送研究と調査』18年11月号に発表。関連し
たシンポジウムを，19年 3 月の文研フォーラムの
中で実施した。
　また，SNSの普及による流言，デマ，フェイク
ニュースに対するマスメディアの対応の在り方，
流言の拡散抑制に対する考察などを『放送研究と
調査』18年11月号，19年 2 月号で発表した。

3．減災に寄与する情報伝達，報道の在り方
に関する調査・研究

　18年は，地震や豪雨など大規模な災害が相次ぎ，
防災・減災情報の在り方が改めて問われた。 6月
末から 7月上旬にかけての「西日本豪雨」につい
て，NHKの全国放送や在京キー局の報道内容を
整理し，『放送研究と調査』10月号で今後の課題
を検証した。また， 6月の「大阪北部地震」， 9
月の「北海道地震」について，被災地域で実施し
たインターネット調査を基に，編成局と共同で地
震発生当日のメディアの利用状況を分析，『放送研
究と調査』19年 2月号，3月号でそれぞれ報告した。
　このほか，17年 7 月の九州北部豪雨における防
災情報伝達の課題を探るため，18年 5 月から 6月
にかけて実施した世論調査や現地取材の結果を基
に，『放送研究と調査』11月号で多メディア時代
の防災・減災情報の在り方を考察した。

メディア史の研究

1．『NHK年鑑2018』の刊行

　NHKの業務を中心に，放送界の動きを正確に
記録する『NHK年鑑』の18年版（17年度の記
録）を18年10月に刊行した。
　18年版では，東日本大震災関連について引き続
き章を設けて，復興に向けた動き，原発事故のそ
の後，NHKの取り組みなどを掲載した。また，
新たな可能性を開く放送・サービスとして，「 4 K
・8 Kスーパーハイビジョン」「インターネット同
時配信」の動向について詳しく記述した。

2．放送史の研究

　戦時中から占領期にかけてのラジオ放送を，当
事者の証言や新たな史料によって検証するシリー
ズ「戦争とラジオ」を継続し，18年度は，聴取者
調査の結果に対して日本放送協会や逓信省が取っ
た対応を考察した論考や，戦時下の講演放送や学
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校放送について検証した論考を『放送研究と調
査』に掲載した。
　また，高度経済成長期の首都・東京とテレビの
関係について，64年の東京オリンピックにふれつ
つ考察した論考を『放送研究と調査』19年 1 月号
に掲載したほか，NHKがこれまでに刊行してき
た 4つの『放送史』を検証し，それぞれの視点が
どのように変化してきたのかを分析した論考を
『放送研究と調査』18年 5 月号に掲載した。

3．ドキュメンタリー研究

　NHKのテレビドキュメンタリーについて，音
声表現に着目して数量的な手法で分析を進める研
究や，技術的展開に着目して制作技法の変遷をた
どる研究を行った。
　19年 3 月の文研フォーラムでは外部の研究者な
どを交えたワークショップを開催し，70年代初頭
のドキュメンタリーを参照しつつ，インタビュー
やナレーション，現場リポートなど，番組内の「声
の形式」に着目した分析手法について議論を行った。

4．オーラル・ヒストリー研究

　放送の発展に寄与した人々の証言を収集し，文字
として記録されていない放送の歴史に新たな光を
当てる「放送のオーラル・ヒストリー研究」を継続し
た。18年度は，米軍統治下の沖縄で公共放送の立ち
上げに携わった川平朝清氏（元沖縄放送協会会長）
の証言を『放送研究と調査』18年12月号でまとめた。
　また，戦後の放送制度の形成過程について，関
係者からのヒアリングを基に解明を行う研究を進
めた。『放送研究と調査』19年 2 月号で，長年に
わたり放送法制の研究にあたった塩野宏氏（東京
大学名誉教授）の証言を，同 3月号でNHK経営
企画部門に長く在籍した黒川次郎氏（NHK元監
事）の証言を取り上げた。

5．「放送文化アーカイブ」の構築

　放送に関する歴史資料や文研の研究成果をデジ
タル・アーカイブ化し，まとめて検索可能にする
「放送文化アーカイブ」について，国立情報学研
究所との共同研究を継続した。
　18年度は，大学などの研究者が「放送文化アー
カイブ」を通じて文研のこれまでの研究成果や刊
行物を利用できるようにするため，研究者向け公
開サイトを作成し，18年12月から放送博物館図書
・史料ライブラリーでの公開を始めた。また，
NHKイントラネットでの運用を継続し，機能の
改善やコンテンツの追加を行った。

6．放送史資料の収集・整理

　文研が所蔵する放送関連の歴史資料（放送博物
館内に収蔵）について，引き続き整理を進めた。
18年度は，戦時期のパラオ放送局に関する資料な
ど，いわゆる「外地」の放送局に関する資料の劣
化対策を重点的に行った。また，NHKの退職者
やその遺族が所蔵する戦時期の資料など，放送史
に関連した資料の収集を継続した。
　所蔵する資料に関しては，『放送研究と調査』
の「放送史料探訪」のコーナー（隔月で連載）で
紹介を行った。

放送用語の研究

1．放送用語委員会

　放送用語委員会は，18年度，東京本部で 3回と
地域拠点局で 8回実施した。
　18年度に東京本部で開催した放送用語委員会の
議題は以下のとおり。
〔第1426回〕　18年 6 月22日
　用語の決定
　 ～「吉日」「むずかる」「代理母」「含み損」「練
りがらし」ほか～

〔第1428回〕　18年10月19日
　用語の決定および報告
　 ～「水族館」「洗濯機」「進学校」「デミグラス
ソース・ドミグラスソース」ほか～

〔第1434回〕　19年 2 月15日
　用語の決定と意見交換
　 ～「中国料理・中華料理について」「気象情報
における気温の言い方」～

　地域拠点局 8局で開催した放送用語委員会で
は，放送の視聴検討に加え，用語や表現に関する
各局からの質問に答えた。
　18年度の外部放送用語委員は，井上史雄，清水
義範，井上由美子，荻野綱男，町田健，青木奈緖，笹原
宏之，野田尚史の 8氏。地方用語委員会に参加する
専門委員は，日高貢一郎，豊島秀雄の 2氏である。

2．アクセント新辞典掲載語の音声収録と公
開

　16年 5 月に刊行した『NHK日本語発音アクセ
ント新辞典』に掲載されている約12万に及ぶすべ
ての語について，音声を収録して文研の用語デー
タベースに登録，局内イントラネットで公開した。
　音声収録については，パソコン上で録音，確認
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そしてデータベース登録まで簡単にできるシステ
ムを開発し，放送技術研究所スマートプロダクシ
ョン研究部の協力を得て，技研のスタジオで17年
6 月から18年 7 月にかけて実施した。収録した音
声は一語一語文研スタッフが確認し，用語データ
ベースに登録，18年 9 月末に局内イントラに公開
した。この音声データは，外部にも有償で提供し，
19年度，スマートフォンの辞書アプリや電子辞書
にも役立てられる予定。音声収録の担当アナウン
サーは，NHKOBの梅津正樹，末田正雄，日本語
センターの伊藤健三，大沼ひろみの 4氏である。

3．日本語のゆれに関する調査

　日本語のゆれに関する調査（世論調査）を18年
3 月に実施した。今回は，「完成しだい（ご連絡
します）」と言うか，「完成ししだい（ご連絡しま
す）」と言うかを尋ねたところ，これまで「完成
ししだい」が基本的な形であるとされてきたが，
調査の結果では「完成しだい」と言う（「完成し
しだい」とは言わない）という人が圧倒的に多か
った。また「古くなる前に」「古くならない前に」
については，これまで両形ともありうるものとさ
れてきたが，調査の結果では「古くなる前に」と
言う（「古くならない前に」とは言わない）とい
う人が半数を超えていた。この回答の割合は，男
性において，また，比較的若い年代において，よ
り大きかった。調査結果は『放送研究と調査』18
年12月号に論文として発表した。

4．番組協力などによる放送現場支援

　ことばに関するさまざまな研究成果や知見を基
に，テレビ，ラジオの番組への出演や制作へのア
ドバイスを行い，放送現場を支援した。18年度の
主な番組協力は以下のとおり。
◯『ラジオ深夜便』（ラジオ第 1）
　「気になる日本語」
　毎月第 3火曜午前 0時台（月曜深夜）放送
◯『チコちゃんに叱られる！』（総合テレビ）
　「“ニホンとニッポン”」
　19年 3 月 1 日金曜19:57～20:42放送

番組の研究

1．視聴者層拡大に資する調査・研究

（1）連続テレビ小説についての研究
　10年度以降視聴率が回復傾向にある『連続テレ
ビ小説』について，視聴者アンケート調査やグル

ープインタビューを作品ごとに実施。18年度は
「わろてんか」「半分、青い。」「まんぷく」の視
聴者を対象として調査し，視聴行動の特徴や高視
聴率を支える要因などを分析。月報『放送研究と
調査』で報告した。文研フォーラムでは，シンポ
ジウムを開催。過去 5年にわたる朝ドラ視聴者調
査の結果を集大成した報告を材料に議論を行った。

2．テレビ文化を考察・研究する調査・研究

（1）東日本大震災のアーカイブスを題材とした
研究

　 7年間のデータを整理・分析し，『NHK放送文
化研究所年報』に論文「3.11はいかに語り継がれ
るか～東日本大震災後 7年・テレビ報道の検証
～」を発表した。
（2）テレビ・ドキュメンタリー制作者について

の研究
　18年度からはジャンルを問わずクリエーティブ
な仕事を続ける現役の制作者にフォーカスする
「制作者研究NEO」の準備を開始。大学教員な
どとの共同研究体制を築いた。最初のシリーズは
地域にこだわって活躍する制作者たちを選び，19
年度の『NHK放送文化研究所年報』に 4回にわ
たって連載する執筆体制を整えた。
（3）アーカイブ番組を大学教育に生かす「番組

eテキストシステム」の実験授業と成果の
研究

　17年度にハーバード大学など北米の 4大学でネ
ット配信システムを使った実験授業をプロデュー
スし，視察を行った。その実験授業の成果と今後
の課題と可能性について，18年度の『放送研究と
調査』 7月号で論文発表した。

3．地域放送に関する研究

地域放送調査
　18年度は従来の地域放送調査・研究に加えて，
NHK経営計画の柱である「地域放送改革」を支
援するための総合調査を実施した。地域放送改革
プロジェクトが選定したパイロット局 3局（徳島
・山口・熊本局），および仙台局への地域放送総
合調査を実施。地域ごとに異なるメディア状況，
情報ニーズ，地域放送番組への視聴者評価，県民
特性などの要因を分析し，それぞれの地域に合わ
せた放送サービスを考えていくための基礎データ
の提供と，提言を行った。また，蓄積した過去の
データを基に，中長期の地域放送計画を策定する
ためのワークショップを，松山局，大津局などで
実施した。
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4．教育番組・サービスに関する研究

（1）高等学校教師のメディア利用と意識に関す
る研究の結果報告　

　17年度に実施した「高等学校教師のメディア利
用と意識に関する調査」について，データの分析
・考察を行った。その成果を関連部局に報告し，
番組やデジタルコンテンツの内容の改善に資する
とともに，全日制高校の調査結果については『放
送研究と調査』 6月号に，定時制高校・通信制高
校の調査結果について『放送研究と調査』 8月号
に発表した。
（2）小学校教師のメディア利用に関する調査
　18年度は「小学校教師のメディア利用と意識に
関する調査」を行った。小学校教師を対象に調査
し70％近い回答率であった。19年度の『放送研究
と調査』で発表するため，この調査結果を16年度
実施の小学校教師調査の結果と比較・分析する作
業を開始した。
（3）教育テレビ60年に関する研究
　19年 1 月に開局60周年を迎えた教育テレビにつ
いて，文献や関係者のインタビューを基に，その
果たしてきた役割を分析，今後の可能性を考察し
た。番組編成の変遷については『放送研究と調
査』 1 月号，学校放送番組の変遷については
『NHK放送文化研究所年報』に発表した。

5．“子どもに良い放送” プロジェクト

　12年間にわたる調査の膨大なデータを，分析・
研究するためのデータクリーニング・欠損値処理
などを行い，19年度以降の分析・論文発表に向け
ての準備を行った。

世論調査
各調査の概要では次の記号を用いる。
a．調査期間　b．調査相手　c．調査方法
d．調査事項　e．有効数（率）

Ⅰ．視聴者調査

1．全国個人視聴率調査

a．  18年 6 月調査＝18年 6 月 4 日（月）～10日（日）
　　18年11月調査＝18年11月12日（月）～18日（日）
b． 全国 7歳以上の男女3,600人
c．  調査相手に 1週間分のテレビ・ラジオの視聴
状況を記入してもらう配付回収法による時刻

目盛り日記式調査（個人単位）
d． ア． NHKテレビ（含む衛星）・ラジオ番組の

視聴率・聴取率
　　イ．関東・近畿地区民放テレビ番組の視聴率
　　ウ． 時間帯別テレビ・ラジオの視聴（聴取）

状況
e． 18年 6 月調査＝2,396人（66.6％）
　　18年11月調査＝2,310人（64.2％）
（注） 1％当たりの視聴人数＝118万人（全国）
〔調査結果〕
①テレビ視聴時間
　 1日のテレビ視聴時間（週平均）は， 6月が 3
時間34分（NHK総計52分，民放総計 2時間42分），
11月は 3 時間43分（NHK総計 1時間，民放総計
2時間43分）である。
②総合テレビ
　 6・11月ともに，『連続テレビ小説』（ 6月「半
分、青い。」，11月「まんぷく」）や『大河ドラマ』
「西郷どん」，『NHKニュース 7』などがよく見
られた。（表 1）

表 1 　総合テレビでよく見られている番組
（ 6月調査）
曜日 開始時刻 番　　　組　　　名 視聴率
木
日
金
日
金
月
土
木
日
日

 8:00
20:00
19:00
20:45
 7:00
19:30
 7:00
 7:45
12:00
19:30

＃連続テレビ小説・半分、青い。
大河ドラマ・西郷どん
＃NHKニュース 7
ニュース・気象情報
＃NHKニュースおはよう日本・7時台
鶴瓶の家族に乾杯
＃NHKニュースおはよう日本・7時台
＃NHKニュースおはよう日本（L）
＃ニュース
ダーウィンが来た！生きもの新伝説

12.7％
11.9
11.1
 9.2
 9.1
 8.9
 8.6
 8.3
 8.1
 7.9

＃は帯番組で視聴率が最も高い曜日のもの（以下同様）

（11月調査）
曜日 開始時刻 番　　　組　　　名 視聴率
月
月
日
日
月
水
金
月
土
月

 8:00
19:00
17:00
20:00
 7:00
18:10
18:32
 7:45
 8:15
19:30

＃連続テレビ小説・まんぷく
＃NHKニュース 7
＃大相撲九州場所・17時台
大河ドラマ・西郷どん
＃NHKニュースおはよう日本・7時台
＃地域情報番組
地域情報番組
＃NHKニュースおはよう日本（L）
チコちゃんに叱られる！（再）
鶴瓶の家族に乾杯

13.9％
12.3
10.7
 9.6
 9.2
 8.9
 8.9
 8.6
 8.4
 8.4

③Eテレ
　 1週間に少しでもEテレを見た人の率は， 6月
が25.7％，11月が25.1％であった。よく見られた
のは，朝の幼児・子どもゾーンの番組や夕方のア
ニメ番組などである。（表 2）
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表 2 　Eテレでよく見られている番組
（ 6月調査）
曜日 開始時刻 番　　　組　　　名 視聴率
月
月
月
月
月
月
月
日
水
月
火

 7:00
 7:15
 7:35
 7:45
18:10
18:20
18:45
 8:00
18:45
18:00
18:45

＃シャキーン！
＃アニメはなかっぱ
＃コレナンデ商会
＃みいつけた！
＃アニメ忍たま乱太郎
＃天才てれびくんYOU
わらたまドッカ～ン
趣味の園芸 やさいの時間
ねこねこ日本史

＃アニメわしも
少年アシベGO！GO！ゴマちゃん

2.3％
 2.3
 2.0
 1.8
 1.7
 1.7
 1.6
 1.6
 1.5
 1.5
 1.5

（11月調査）
曜日 開始時刻 番　　　組　　　名 視聴率
月
火
火
月
火
火
火
火
月
金
火
月
月
水

 7:15
18:10
18:00
 7:00
18:20
17:45
18:45
17:35
18:45
18:20
17:25
 8:00
 7:35
18:45

＃アニメはなかっぱ
＃アニメ忍たま乱太郎
＃アニメわしも
＃シャキーン！
＃天才てれびくんYOU
＃ゴー！ゴー！キッチン戦隊クックルン
少年アシベGО！GО！ゴマちゃん
コレナンデ商会
わらたまドッカ～ン
ビットワールド

＃アニメはなかっぱ
＃おかあさんといっしょ
＃コレナンデ商会
ねこねこ日本史

2.2％
 2.0
 1.9
 1.9
 1.8
 1.8
 1.7
 1.7
 1.6
 1.5
 1.5
 1.5
 1.5
 1.5

④衛星放送
　衛星放送を自宅で受信できる人は， 6 月が
48.7％，11月が49.7％であった。 6 月調査で，
BS1では，『BSニュース』『COOL JAPAN』『MLB
・アメリカ大リーグ』などがよく見られた。BSプ
レミアムでは，『連続テレビ小説』「半分、青い。」
や『大河ドラマ』「西郷どん」，『にっぽん縦断　
こころ旅』などがよく見られた。（表 3・ 4）

表 3 　BS1でよく見られている番組
（ 6月調査）
曜日 開始時刻 番　　　組　　　名 視聴率
月
日
木
水
月
火
日
水
日
日

 7:50
18:00
11:00
19:00
 5:00
 7:00
22:50
19:58
22:00
23:00

＃BSニュース＊1

COOL JAPAN
MLB・アメリカ大リーグ ロイヤルズ×エンジェルス
天皇杯サッカー・FC東京×流経大＊2

MLB・アメリカ大リーグ レンジャーズ×エンジェルス＊3

＃キャッチ！世界のトップニュース
＃BSニュース
天皇杯サッカー・FC東京×流経大＊2

BS1スペシャル在宅死“死に際の医療”200日の記録
BS1スペシャル在宅死“死に際の医療”200日の記録

0.9％
 0.7
 0.6
 0.5
 0.5
 0.5
 0.5
 0.5
 0.5
 0.5

該当時間帯ではマルチ編成
＊1「MLB・アメリカ大リーグ レンジャーズ×エンジェルス」
＊2「プロ野球・中日×ロッテ」
＊3「PGAゴルフツアー」

表 4 　BSプレミアムでよく見られている番組
（ 6月調査）
曜日 開始時刻 番　　　組　　　名 視聴率
木
日
金
木
日
木
日
土
水
日
金

 7:30
18:00
 7:45
 7:15
19:30
 7:00
21:00
 7:45
19:00
18:45
20:00

＃連続テレビ小説・半分、青い。
大河ドラマ・西郷どん
＃にっぽん縦断こころ旅 朝版
＃連続テレビ小説・マッサン
新・BS日本のうた
＃ニッポンの里山
仮面の王イ・ソン
ニッポンぶらり鉄道旅（再）
＃にっぽん縦断こころ旅 ～とうちゃこ～
BS時代劇鳴門秘帖（再）
BS時代劇鳴門秘帖

3.0％
 2.1
 1.8
 1.6
 1.2
 1.0
 0.9
 0.9
 0.8
 0.8
 0.8

⑤ラジオ
　ラジオを 1週間に少しでも聴いた人は， 6月が
33.3％，11月が32.5％であった。 1日の聴取時間
（週平均）は， 6月がNHKラジオ計11分，民放
ラジオ計15分，11月がNHKラジオ計13分，民放
ラジオ計14分である。ラジオ第 1では，朝の番組
がよく聴かれている。（表 5）

表 5 　ラジオ第 1 でよく聴かれている番組
（ 6月調査）
曜日 開始時刻 番　　　組　　　名 聴取率
木
金
木
水
火
日
水
金
月
木
水
木

 6:00
 5:36
 6:10
 6:30
 7:00
 7:00
 6:40
 6:10
 5:00
 8:05
 8:05
 7:25

＃ニュース
＃健康ライフ・海外マイあさだより
＃全国天気・ワールドリポート
＃ラジオ体操
＃ニュース・天気予報
＃ニュース
＃ニュース・社会の見方
全国天気・今週のオピニオン
＃NHKマイあさラジオ
すっぴん！・大喜利コーナー
すっぴん！・江戸暮らし
＃ニュースアップ・ワールドリポート

1.7％
 1.7
 1.7
 1.6
 1.5
 1.5
 1.4
 1.3
 1.3
 1.3
 1.3
 1.3

2．幼児視聴率調査

a． 18年 6 月 4 日（月）～10日（日）
b． 東京30キロ圏在住 2～ 6歳児の男女1,000人
c．  郵送法（調査相手の保護者に， 1週間分のテ
レビ視聴状況を代理記入してもらう時刻目盛
り日記式調査）

d． ア．NHKテレビ（含む衛星）の視聴率
　　イ．民放各局のテレビ番組の視聴率
　　ウ．時刻別の録画番組やDVDの再生利用率
e． 531人（53.1％）
〔調査結果〕
① 2 ～ 6 歳児のテレビ視聴時間（週平均）は 1時
間39分（NHK総計49分，民放総計51分）である。
② NHK・民放全体でよく見られたのは『おかあ
さんといっしょ』（Eテレ），『みいつけた！』（E
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テレ），『ドラえもん』（朝日），『クレヨンしん
ちゃん』（朝日）などである。

3．全国放送サービス接触動向調査

a． 18年 6 月 4 日（月）～10日（日）
b． 全国の 7歳以上の男女3,600人
c． 配付回収法（日記式調査票に 1日単位で記入）
d．  NHK・民放の放送局が展開する各種サービ

スの利用の有無（テレビ・ラジオ，データ
放送，録画再生，ウェブサイト，VOD，動
画サイト，SNS，インターネットラジオ，ス
トリーミングなど）

e.　 2,306人（64.1％）
〔調査結果〕
① NHK・民放合わせた放送局が提供するサービ
スのうち，テレビ・ラジオやデータ放送など「リ
アルタイム（放送と同時接触）」のリーチ（ 1
週間に少しでも視聴・利用した割合）は90.2％。
② 録画再生やVOD，公式動画など「タイムシフ
ト（番組への時差接触）」のリーチは57.5％。
③ 放送局が提供するホームページや公式SNSなど
「インターネット（デジタルコンテンツへの接
触）」のリーチは17.2％。

4．メディア利用動向調査

a． 18年11月17日（土）～25日（日）
b． 全国の16歳以上の男女3,600人
c． 配付回収法
d．  4 K・8 Kや放送のインターネット同時配信を

はじめとした新たな放送・通信サービスの登
場など，国内メディア環境の急激な変化が想
定されることを踏まえ，国民のメディア利用
実態や意向を調査した。

e． 2,264人（62.9％）
〔調査結果〕
① 4 Kの認知率（どういうものか知っている＋名
前だけ知っている）は83％， 8 Kの認知率は
70％。
② 放送のインターネット同時配信の認知率（知っ
ていて，利用したことがある＋知っているが，
利用したことはない）は41％。
③ 放送のインターネット同時配信を「利用した
い」と答えた人（利用したいと思う＋どちらか
というと利用したいと思う）は37％。

5．情報とメディア利用に関する調査

a． 18年 6 月16日（土）～24日（日）
b． 全国の16～69歳の男女3,600人

c． 配付回収法
d．  メディア利用と情報観，関心がある情報ジ

ャンル，「ニュース」に対する意識と行動，
メディア別の信用など

e． 2,369人（65.8％）
〔調査結果〕
① 若年層と高年層で，日常的に利用するメディア
は大きく異なり，情報観では，「今の社会は情
報が多すぎる」という人が全体で 8割を超え
た。「自分が知りたいことだけ知っておけばい
い」という人は全体で 3割だが，SNS利用が多
い男女20代では 4割に達した。

② 若年層では，政治・経済・社会の情報に関する
関心が低く，そもそも関心のある情報ジャンル
も少なかった。若年層で関心が高いのは「個人
的な趣味に関する情報」だった。

③ ニュースの入手先は，若年層では「LINEニュ
ース」「SNSで流れてくる記事」が 4～ 6 割だ
った。一方で，インターネット上のニュースに
接する時に，「配信元は意識しない・わからな
い」は全体で 4割超，若年層では 5割弱だった。

Ⅱ．国民世論調査

1．防災意識に関する愛媛県民調査

a． 18年 4 月 6 日（金）～ 8日（日）
b． 愛媛県の18歳以上の男女1,772人
c． 電話法（固定RDD）
d．  梅雨時期を前に愛媛県民の防災意識を探る

ため，愛媛新聞社と協力して調査を実施した。
e． 1,060人（59.8％）
〔調査結果〕
① 「指定避難所を知っている」が 8割，「福祉避
難所を知らない」が過半数。

②非常用持ち出し品「準備していない」が過半数。

2．憲法に関する意識調査

a． 18年 4 月13日（金）～15日（日）
b． 全国の18歳以上の男女3,480人
c． 電話法（固定・携帯RDD）
d．  憲法記念日前後の放送の基礎資料とするた

め，憲法に対する人々の意識を調査した。
e． 1,891人（54.3％）
〔調査結果〕
① 憲法改正議論に「関心がある」が約 7割。改正
については「必要がある」と「必要はない」が
きっ抗。
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② 国民投票の具体的制度を「知らない」が過半数。

3．岩国基地に関する世論調査

a． 18年 5 月18日（金）～20日（日）
b． 山口県岩国市の18歳以上の男女1,389人
c． 電話法（固定RDD）
d．  厚木基地を拠点にしていた米軍艦載機部隊

が岩国基地に移転したことを受けて，市民
生活への影響や基地に対する意識を探った。

e． 963人（69.3％）
〔調査結果〕
① 部隊受け入れで「公共サービスが充実」「収入
や仕事が増えた」と思う人は少数。「騒音悪化」
「米軍機の事故への不安が増加」と思う人は 6
割程度。

4．日本人の意識調査

a． 18年 6 月30日（土）～ 7月22日（日）
b． 全国の16歳以上の国民5,400人
c． 個人面接法
d．  日本人の意識変化を長期的に追跡するため73
年から 5 年ごとに実施してきた調査の10回
目。45年に及ぶ日本人の意識の変遷を追った。

e． 2,751人（50.9％）
〔調査結果〕
① 結婚は「必ずしも必要ない」と考える人が増え
68％，「結婚しても必ずしも子どもをもたなく
てよい」と考える人も60％を占める。
② 女性について「子どもが生まれても職業をもち
続けたほうがよい」という人が73年は20％だっ
たが，その後増え続け，18年は60%。女の子の
教育で「大学まで」という人も，調査開始当初
20%台だったが，18年は61％となった。

5．震災24年の防災意識調査

a． 18年10月 1 日（月）～26日（金）
b．  兵庫県神戸市・西宮市・芦屋市の18歳以上の
有権者1,800人

c． 郵送法
d．  阪神・淡路大震災24年となる19年 1 月に向け，

被害が大きかった 3市で，震災の体験が生
かされているかや災害への備えなどを調査
した。

e． 1,049人（58.3％）
〔調査結果〕
① 住民同士の助け合い，「期待できない」が「期
待できる」を上回る。
②市や県の地震対策は，「十分ではない」が多い。

6．東京オリンピック・パラリンピックに関
する世論調査

a． 18年10月 6 日（土）～14日（日）
b． 全国の20歳以上の男女3,600人
c． 配付回収法
d．  東京2020大会への関心や放送サービスへの

要望などを定期的に探る調査の 4回目。
e． 2,516人（69.9％）
〔調査結果〕
① 大会に「関心がある」はオリンピック 8割，パ
ラリンピック 6割で大きな変化はない。

② 障害者スポーツが「理解されている」が増加し
41％に。

7．ISSP国際比較調査「宗教」

a． 18年10月27日（土）～11月 4 日（日）
b． 全国の18歳以上の男女2,400人
c． 配付回収法
d．  およそ40の国と地域が参加する国際比較調

査。宗教の位置づけや社会への影響を人々
がどう考えるか調査した。

e． 1,466人（61.1％）
〔調査結果〕
① それぞれの宗教を信仰する人の割合は，10年前
と変わらない。

②神仏を拝む頻度は低下している。

8．ニュースメディア接触と政治意識調査

a． 18年12月 8 日（土）～16日（日）
b． 全国18歳以上の国民3,600人
c． 配付回収法
d．  利用するニュースメディアによって，政治

ニュースや政治に対する関心や態度などに
違いがあるのか探った。

e． 2,470人（68.6％）
〔調査結果〕
① 政治ニュースへの接触頻度は，最も利用するニ
ュースメディアが「新聞」と「NHKニュース
・報道番組」の人が高く，次いで「民放ニュー
ス・報道番組」と「Yahoo！ニュース」の人，
「民放ワイドショー・情報番組」と「LINE 
NEWS」の人の順に。

②政治への関心の高さも同様の順になっている。

9．政治意識月例調査

　内閣支持率や政党支持率を継続して調査すると
ともに，その時々の政治状況や時事問題に対する
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国民の意識を把握するために，毎月 1回，電話に
よる世論調査を実施した。
a．  毎月，第 2月曜（祝日の場合は火曜）の直前
の 3日間

b． 全国の18歳以上の男女約2,200人
c． 電話法（固定・携帯RDD）
d． 内閣支持，政党支持など
e． 各回57％前後

委員会・研究成果の公開

1．放送文化研究委員会

　調査・研究業務の充実を図るため，外部学識経
験者に委員を委嘱している。18年度は上期（ 7
月）と下期（ 1月）に委員会を開催し，上期は文
研の業務全般について意見を交換した。下期は19
年度の調査研究計画について報告・説明し，意見
を交換した。委員は次のとおり（五十音順）。
　岡本　美津子 （ 東京芸術大学大学院映像研究

科・教授）
　梯　久美子  （ ノンフィクション作家）
　吉川　徹  （ 大阪大学大学院人間科学研究

科・教授）
　宍戸　常寿  （ 東京大学大学院法学政治学研

究科・教授）
　藤代　裕之  （ 法政大学社会学部・准教授）
　藤田　真文  （ 法政大学社会学部・教授）
　山内　祐平  （ 東京大学大学院情報学環・教授）

2．研究成果の公表

（ 1）刊行物による発表（（　）内は発行月）
　『放送研究と調査』（月報・毎月発行）
　『NHK放送文化研究所年報2019』（19年 1 月）
　『 NHKデータブック世界の放送2019』（19年 2月）
　『NHK年鑑2018』（18年10月）
（ 2）札幌局，仙台局，大阪局，名古屋局，福岡
局など17の拠点局・地方局が実施した「NHK文
研セミナー」に，延べ20回にわたり講師を派遣した。

3．文研フォーラム2019の開催

　 3月に「NHK文研フォーラム2019 いま、改め
て問います。『メディアの公共的価値』」を開催し
た（ 3月 6～ 8日，千代田放送会館，参加者延べ
1,682人）。内容は以下のとおり。
◆研究発表・シンポジウム「英米メディア　新た

な地域サービスを目指して」
◆ワークショップ「WEB式世論調査の可能性」

◆シンポジウム「世論調査から探る人々のニュー
ス・情報選択」～メディアは社会をつなげるか～

◆ワークショップ「NHKドキュメンタリーから
聞こえる声」

◆「有料動画配信はどこまで拡大するのか～『メ
ディア利用動向調査』を読み解く～」

◆シンポジウム「これからの“放送”はどこに向
かうのか？～2030年に向けて～」

◆シンポジウム「共生社会実現と放送の役割～東
京2020パラリンピックをきっかけに～」

◆「日本人の意識」調査にみる45年の変化
◆シンポジウム「検証<100パーセント>朝ドラ!! 

～視聴者と歩む過去・現在・未来～」

4．公開ホームページ

　放送文化研究所の活動を内外に発信PRするた
めに，公開ホームページを設け，『放送研究と調
査』『NHK放送文化研究所年報』，世論調査の結
果など調査研究の成果を公表している。
（http://www.nhk.or.jp/bunken/）

5．資料室（図書）の運営

　資料の収集・所蔵：調査研究に必要な内外の放
送関係の図書，文研刊行物，雑誌，団体の報告書
などを収集し，体系的に整理して研究者の利用に
供した。（表 6）

表 6 　放送文化研究所資料室所蔵内訳
図書
製本雑誌
和文雑誌・新聞
欧文雑誌・新聞
報告書
文研刊行物
電子資料（DVD-ROMなど）

4万6,372冊
7,228冊
400種
364種
2,254冊
3,742冊
1,173枚

  （19年 3 月末現在）




