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分け，いくつかの具体的な指標を設定する（第
3節）。続く第 4 節では，第 3 節で得られた指
標を実際のテクストにあてはめて試行的な分
析を行い，その結果を報告する。これらから，
すべてのテレビドキュメンタリーにとって基
本的な質を，そのテクストに含まれる特定の
種類の音声の分量を指標として分析する方法

（音声分析）の有用性が理解されよう。

2. 分析軸と指標：
何をどんな物差しで示すか

　
2-1　2本の分析軸

最初に考えなければならないのは，1本の
テレビドキュメンタリーのテクストが持ちう
るほぼ無数の質のうち，どの質を知るかとい
うことである。

筆者たちは，あるテクストが，どの程度現
場的／非現場的であるか，またどの程度言語
的／非言語的であるかということについて知
ろうと考える。なぜなら，この二つの質は，
人間にとっての身長，体重と同じように，す

1. はじめに

『日本の素顔』（1957～64），『ある人生』（1964
～71），『NHK特集』（1976～89）といったテ
レビドキュメンタリーシリーズを番組，その
中の1本 1本をテクストと呼ぼう。

本稿は，テレビドキュメンタリーのテクス
トの特定の質を，そのテクストに含まれる特
定の種類の音声の分量（音声の種別分量）を
指標として分析する方法を提起するものであ
る。もう少し具体的に言うと，これは，テク
ストに含まれる音声を現場音と非現場音，ま
た言語音と非言語音とに分けて，それぞれの
分量から，そのテクストがどの程度現場的／
非現場的であるか，またどの程度言語的／非
言語的であるかということを明らかにする方
法である。

本稿ではまず，現場的／非現場的，言語的
／非言語的という二つの分析軸を示し，こう
したテクストの質を示す指標として音声の種
別分量を用いることを提案する（第 2 節）。 
次にテクストに含まれる音声を四つの音種に

テレビドキュメンタリーの音声分析
～音声の種別分量を指標として～
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すべてのテレビドキュメンタリーにとって基本的な質を，客観的な手続きで得られる量的データを指標にして示
すことができないだろうか。本稿は，あるテレビドキュメンタリーのテクストがどの程度現場的／非現場的であるか，
またどの程度言語的／非言語的であるかということを，そのテクストに含まれる特定の種類の音声の分量を指標と
して分析する方法（音声分析）を，具体的な手順を示しながら提起するものである。
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べてのテレビドキュメンタリーのテクストに
とって基本的なものであり，かつ，一つ一つ
のテクストでそのありようが異なるものだか
らである。以下，説明しよう。

まず，すべてのテレビドキュメンタリーは
現場的なものと非現場的なものとのミクス
チュア（混合物）である。1本のテレビドキュ
メンタリーのテクストの中には，取材時にロ
ケ現場で産出した映像・音声と，編集時に制
作主体によって付加された映像・音声とが混
じり合っている。この混合具合は一つ一つの
テクストでみな異なっていて，そのテクスト
固有の個性を形成している。ロケ現場で産出
した映像・音声の量が多いテクストは現場的
と言えるだろうし，編集時に付加された映像・
音声の量が多いテクストは非現場的（編集的）
と言えるだろう。

次に，すべてのテレビドキュメンタリーは
言語的なものと非言語的なものとのミクス
チュアである。1本のテレビドキュメンタリー
のテクストの中には言語的な映像・音声と非
言語的な映像・音声とが混じり合って存在し
ている。この混合具合も一つ一つのテクスト
でみな異なっていて，そのテクスト固有の個
性を形成している。言語的な映像・音声の量
が多いテクストは言語的と言えるだろうし，
非言語的な映像・音声の量が多いテクストは
非言語的と言えるだろう。

上記のように現場的なものと非現場的なも
の，また，言語的なものと非言語的なものと
のミクスチュアであることをテレビドキュメ
ンタリーの基本的な性質とすれば，そこから
次のことが導ける。

われわれは，そのテクストがどの程度現場

的／非現場的であるか，またどの程度言語的
／非言語的であるかということを分析軸にし
て，すべてのテレビドキュメンタリーのテク
ストを分析することができる。身長，体重を
持たない人間が存在しないように，この二つ
の質について固有のありようを持たないテレ
ビドキュメンタリーのテクストは存在しない
からである。

われわれは前記二つの質を分析軸にして，
すべてのテレビドキュメンタリーのテクスト
を，図1のような座標平面上にマッピングす
ることができる。

以下，本稿が提起する方法が，テレビドキュ
メンタリーの分析方法として新規性を持つと
すれば，それはこの方法が，テレビドキュメ
ンタリーの外で出来上がった概念を持ち込ん
で分析軸とするのではなく，テレビドキュメ
ンタリーという分析対象に内在する性質から
現場的／非現場的，また言語的／非言語的と
いう概念を立ち上げ，これを分析軸とすると
ころにある。

2-2　音声の種別分量という指標
次に考えるべきことは，あるテクストがど

の程度現場的／非現場的か，また，どの程度
言語的／非言語的かということを，何を指標

（物差し）にして示すかということである。
筆者たちは，テクストに含まれる特定の種

図 1　テレビドキュメンタリーの分析軸
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類の音声の分量（音声の種別分量）がこの指
標として有用であると考える。理由を説明し
よう。

まず，あるテクストがどの程度現場的／非
現場的であるかということを示す指標につい
てである。

前記したように，あるテクストがどの程度
現場的／非現場的であるかということは，現
場的な映像・音声と非現場的な映像・音声と
の混合具合によって決定される。

ただし，多くの場合，映像はあまり混合し
ない。少なくとも現場ロケを主体とする伝統
的なテレビドキュメンタリーにおいて，その
映像の大半は取材時にロケ現場で産出するも
のであり，編集時に付加される映像は，CG
等による図表，テロップ，また当該のテクス
ト制作以前に制作されたテクストのために撮
影された映像（いわゆるありもの映像）など
に限られる。

したがって，映像の観点からテクストを調
べても，見えてくるものは圧倒的に現場的な
ものとなる。映像を物差しとして，現場的な
ものと非現場的なものとの混合具合を知ろう
としても，あまり有用な知見は得られそうに
ない。

これに対して音声は，取材現場で産出した
音声（インタビュー等の現場音）と，編集で
付加された音声（音楽やナレーションなどの
非現場音）とがテクスト内でダイナミックに
混合する。通常のテレビドキュメンタリーで
は，編集時にMAスタジオ等 1）において音楽
や，効果音，そしてナレーションといった非
現場音（付加音）が少なからず産出し，それ
らは取材現場で産出した映像や現場音を事後
的に意味づけていく。つまりテレビドキュメ

ンタリーにおいて現場的なものと非現場的な
ものとの混合は，映像ではなく音声において，
大規模かつ多様な形で起こるのである。

したがって，音声の観点からテクストを見
れば，そのテクストにおける現場的なものと
非現場的なものとの混合具合をよく知ること
ができるだろう。具体的には，もし，あるテ
クストについて，現場音と非現場音それぞれ
の分量が適切に数値化されるならば，その数
値は，そのテクストがどの程度現場的／非現
場的であるかということについて有用な知見
をもたらすと考えられる 2）。

次に，そのテクストがどの程度言語的／非
言語的であるかということを示す指標につい
て考えてみよう。

前記したように，そのテクストがどの程度
言語的／非言語的であるかということは，言
語的な映像・音声と，非言語的な映像・音声
との混合具合によって決定される。しかしな
がら，現場で産出した映像は基本的にすべて
非言語的である。非現場映像の中で文字テ
ロップ等を言語ととらえるとしても，両者の
混合は通常，小規模である 3）。

これに対して音声は，多様な言語音と非言
語音とを含み，両者はテクスト内でダイナミッ
クに混合する。テレビドキュメンタリーの制
作主体は，インタビューやナレーションといっ
た言語音を多用したテクストを作ることもで
きるし，逆に現場で収録した波の音や虫の声，
また，MAスタジオ等で付加する音楽や効果
音といった非言語音を駆使したテクストを作
ることもできる。つまり言語的なものと非言
語的なものとの混合も，映像ではなく音声
において大規模かつ多様な形で起こるので
ある。
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したがって，もし，あるテクストについて，
それに含まれる言語音と非言語音それぞれの
分量が適切に数値化されるならば，その数値
は，そのテクストがどの程度言語的／非言語
的であるかということについて有用な知見を
もたらすと考えられる 4）。

以上から，あるテレビドキュメンタリーの
テクストがどの程度現場的／非現場的である
か，また，どの程度言語的／非言語的である
かということが，音声の視点からよく見える
ことが理解されよう。音声の種別分量を指標
とすることによって，テレビドキュメンタリー
にとって基本的な二つの質が具体的な数値と
して表れてくるはずである。

3. 具体的な指標の設定

以下，音声分析の具体的な作業手順を述べ
ていこう。この節では，まずテクストに含ま
れる音声を，四つの音種に分け（3-1），それ
を四枠の音声表に書き出して各音種の分量を
得る作業について説明する（3-2）。次に，四
音種の分量とそれらを組み合わせたいくつか
のデータ項目を具体的な指標として設定する

（3-3）。

3-1　四つの音種
あるテレビドキュメンタリーのテクストが，

どの程度現場的／非現場的であるか，また，
どの程度言語的／非言語的であるかを示す指
標として，テクストに含まれる以下の四つの
音種の分量が有用であると考えられる。

A：現場音でかつ非言語である音声
（現場音・非言語）

B：現場音でかつ言語である音声
（現場音・言語）

C：非現場音でかつ非言語である音声
（非現場音・非言語）

D：非現場音でかつ言語である音声
（非現場音・言語）

各音種を具体的な例を挙げながら定義して
いこう。まず，Aの現場音・非言語は，取材
現場で録音した，様々な物音や，鳥やけもの
や虫の声，豆腐屋が吹くラッパの音，言葉と
しては聞き取れない群衆のざわめきといった
音声である。ただし，音量がごく小さく，よ
ほど注意して聞かないと何の音かを特定する
ことが難しい，いわゆるベースノイズはカウ
ントしない。なぜなら取材現場には基本的に
必ずベースノイズがあり，これをすべてカウ
ントすると，多くのテクストでAの音が8割，
9割以上存在することになり，指標の用を果
たしにくくなるからである。また，テクスト
内にはベースノイズすらない全くの無音部分
が存在することもあるが，本稿では「聞こえ
ない音声」はカウントせず，A～Dのいずれ
にも計上しないことにする。

次のBの現場音・言語は，取材現場に発生
した，言葉として聞き取れる人の声である（笑
い声，泣き声，掛け声などを含む）。ただし，

「取材現場」とは当該のテクストの制作のた
めに新たに撮影や録音を行った現場である。
それ以前に制作されたテクストの制作過程で
得られた音声は，一律に非現場音として，C
またはDに分類する。

Cの非現場音・非言語は，制作主体がMA
スタジオ等で付加した音楽や効果音である。

Dの非現場音・言語は，まず制作主体がそ
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のテクストのために作文したナレーションで
ある。また取材で発掘した文書等のMAスタ
ジオ等における朗読もこれに入れる。

ベースノイズを除いて，1本のテレビドキュ
メンタリーのテクストから聞き取れるすべて
の音声は，上記四つの音種のいずれかに分類
できるはずである。

3-2　音声表の作成
テクストに含まれる音声を，四つの音種に

分けて書き出し，それぞれの分量を得よう。分

析者は，言語音（B，D）についてその内容を
すべて文字起こしするとともに，非言語音

（A，C）を含むすべての音種について，それ
ぞれの音声がテクストの中で，どこからどこ
までの間鳴っているかがわかるよう，音

おと

出
で

，
音終わりのラップタイムを書き出す。この作
業によって得られるのが音声表である 5）。

表1は，『ドキュメント72 時間　秋田 真冬
の自販機の前で』（2015年 3月6日放送）の冒
頭部分の音声表である。両端にテクストの
ラップタイム，その間に四つの音種が左から

表 1　『ドキュメント72 時間　秋田・真冬の自販機の前で』の音声表

M S A（現場音・非言語） B（現場音・言語） C（非現場音・非言語） D（非現場音・言語） S M

00 0 0 00

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

55 55

01 0 0 01

5 5

10 10

15 15

【00:37～00:52】
◆客㊚：ウーン。
◆記者㊚：（OFF）この寒い中，

啜るうどんちゅうのは，フッ，
どうですか？

◆客㊚：最高です。
◆記者㊚：（OFF）何故わざわざ

ここに立ち寄って？
◆客㊚2：これがあるからですよ。
（笑い）
◆客㊚3：アー，うまいもんですね。

【00:28～01:20】
◆音楽１

【00:10～00:16】
◆その自販機は，吹雪の向こう

にじっと立ち尽くしていた。

【00:26～00:30】
◆売っているのは，ごくごく普

通のうどんとそば。

【00:32～00:36】
◆それでも何故か，お客さんが

絶えない。

【00:54～00:58】
◆便利なコンビニも，24時間の

飲食店もある時代。

【01:01～01:06】
◆どうしてこの古ぼけた自販機

の前に，人が集まるのか？

【01:10～01:15】
◆ 極寒の地で3日間，訪れる人

の声に耳を傾けた。

【00:02～01:07】
秋田港付近／強風の音
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右へA～Dの順で書き出されている。
言語音の文字起こしについては特に説明の

必要はないだろう。しかし，ラップタイムの
書き出しには重要な注意点がある。以下に述
べよう。

テクストを視聴すればすぐに気づくことだ
が，テレビドキュメンタリーではしばしば複
数の音種が同時に重なって鳴っている。鳥の
さえずり（A）や音楽（C）といった非言語音
を背景にして，インタビュー（B）やナレーショ
ン（D）といった言語音が大きな音量で聞こ
えてくるのはごく普通のことであるし，Aと
Cの非言語音同士が重なって鳴っていること
も珍しいことではない。時にはAとCが重なっ
ている上，さらにBやDの言語音が鳴ってい
ることもある。これら多様な音の重なりの中
で，それぞれの音種，とりわけ非言語音であ
るAやCの音量は大きくなったり小さくなっ
たりする。分析者は音量の大きい卓越音（そ
のときに最も明瞭に聞こえる音）と音量の小
さい背景音を同じようにカウントしてよいか
どうか迷ってしまうだろう。

結論を言うと，音声表を作成するときは，
音量の大小にかかわらず，そのときに鳴って
いるすべての音種についてその音出から音終
わりまでのラップタイムを記すべきである。
なぜなら音声表作りは，ベースノイズを除く
すべての音声を漏れなくカウントして汎用的
なデータベースを得ることを目的とするから
である。

実際のテクストに即して説明しよう。表 1
に示した『秋田 真冬の自販機の前で』の冒頭
部分では，A列にあるように【00:02～01:07】
の間，強風の音が続けて鳴っている。この音
はB列で【00:37～ 00:52】の間鳴っている，

うどんの自販機の前にやってくる人々のイン
タビュー音声と重なり，またC列で【00:28
～ 01:20】の間鳴っている「音楽 1」と重な
り，また，D列で【00:10～ 00:16】【00:26～
00:30】【00:32～00:36】【00:54～00:58】【01:01
～ 01:06】の5か所で鳴っているナレーショ
ン音声とそれぞれ重なっている。この間，他
の音種との重なりの中で強風の音の音量は大
きくなったり小さくなったりしている。

しかしながら，この音声表では，そうした
音量の大小とはかかわりなく，すべての音
種について少しでも聞き取れた部分のラッ
プタイムを記すことにする。表 1に示されて
いるようにAの強風の音はここで【00:02～
01:07】の間，つまり65秒間鳴った音として
カウントされるのである。

3-3　有用と考えられるデータ項目
音声表からは，言語部分の文字数，また四

つの音種それぞれの尺数（時間的分量）とい
う形で，各音種の量について基本的なデータ
が得られる。ここではこれら基本的なデータ
項目を確認するとともに，これらを組み合わ
せたデータ項目をいくつか設定しよう。

3-3-1　文字数によるもの

文字数による基本的なデータ項目として下
記の2項目が挙げられる。

①：現場音・言語（B）の文字数

②：非現場音・言語（D）の文字数

データの出し方について特に説明の必要はな
いだろう。それぞれ音声表から比較的単純な
作業でその数値が得られるデータ項目である。
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①と②を足し合わせると③総文字数が出る。
これはそのテクストが音声的にどれだけ言語
的であるかということを直截に示す指標とな
るだろう。また，③総文字数をテクストの実
尺 6）（分数）で割れば1分当たりの文字数が
得られる。この数値は尺数の違うテクスト間
で言語音の量を比べるときに便利であろう。

さらに，①と②の数値を③総文字数で割る
ことによって，言語音の中での現場音の比率，
あるいは非現場音の比率を出すことができる。
ある程度言語音の多いテクストでは，その中
での現場音比率は重要である。現場音・言語

（B）の比率の高いテクストは，インタビュー
など取材現場で産出した言語音が大きな役割
を果たしているテクストと言えるし，非現場
音・言語（D）の比率の高いテクストは，ナレー
ション等，制作主体が取材現場とはまた別の
時空で紡ぎ出した言語音が大きな役割を果た
しているテクストと言える。

3-3-2　尺数によるもの

尺数による基本的なデータ項目として下記
の5項目が挙げられる。

④：テクストの実尺

⑤：現場音・非言語（A）の尺数

⑥：現場音・言語（B）の尺数

⑦：非現場音・非言語（C）の尺数

⑧ ：非現場音・言語（D）の尺数

 

以上の5項目のデータのとり方について特
に説明の必要はないだろう。それぞれ音声表
から比較的単純な作業でその数値が得られる
データ項目である 7）。この中で⑥現場音・言

語（B）の尺数と，⑧非現場音・言語（D）の

尺数は，そのテクストの言語部分がどれだけ
現場的／非現場的かを示す指標となる。B，
Dの言語音は非言語音（A，C）との重なりの
中で背景音となることが少なく，特にナレー
ション等のDの音は常に卓越音となる（言語
内容が明瞭に聞こえるのでなければわざわざ
編集時に付加する意味がない）から，⑥はB
の音が明瞭に聞こえている尺数を比較的正確
に，⑧はDの音が明瞭に聞こえている尺数を
正確に示すものとなる。

以上④～⑧の5項目の数値からだけでもテ
クストの質をある程度推し量ることができる
が，ここではさらに，これら5項目を組み合
わせたデータ項目も設定しておこう。下記の
4項目である。

まず⑤～⑧の尺数を単純に足し合わせれば，
そのテクストにおいて，ベースノイズを除く
音声の総尺数を知ることができる。本稿では
これを⑨有音部総尺と記す。この数値は，複
数の音種が重複して鳴っている部分を一切引
き算しない4音種それぞれの尺数の総和であ
る。これをテクストの実尺で割ると，そのテ
クストにおける音声の密度がどれだけのもの
かがわかるだろう。密度の高いテクストは音
声的にいわば「厚塗り」であり，低いテクス
トは「薄塗り」ということになる。

次に，現場音と非現場音それぞれの尺数を
見るためのデータ項目を設定してみよう。こ
れは，A，Bの尺数の和（⑤+⑥）と，C，D
の尺数の和（⑦+⑧）として見ることも考え
られるが，こうすると，各音種の間で発生す
る重複部分を何重にもカウントしてしまうの
で，せめてもう少し重複が少ない形で現場音
の尺数と非現場音の尺数を求めることにし
たい。
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音声表に戻ろう。AまたはBのどちらか一
方が鳴っている部分の尺数を積算していく
と⑩現場音尺（A∪B）が得られる。同様にC
またはDのどちらか一方が鳴っている部分の
尺数を積算していくと⑪非現場音尺（C∪D）

が得られる。それぞれの絶対量とテクスト実
尺に対する比率は，そのテクストがどの程度
現場的／非現場的であるかを知るための基本
的な数値になると考えられる 8）。

最後に，尺数によって言語音部分の量を示
すデータ項目を設定しておこう。BまたはD
のどちらか一方が鳴っている尺数を積算して
いくと⑫言語音尺（B∪D）が得られる。前
記のとおり多くの場合，言語音は非言語音に
優越するから，この項目は，テクスト内にお
いてBまたはDの言語音が卓越する部分の尺
数の近似値と見ることができる。

3-3-3　小括

この項で示した①～⑫のデータ項目を目的
別に整理すると次のようになる。まず音声
表から得られる基本的なデータとして①②，
そして④～⑧の7項目がある。この中で，①

現場音・言語（B）の文字数と②非現場音・

言語（D）の文字数，⑥現場音・言語（B）の

尺数と⑧非現場音・言語（D）の尺数は，言
語音の中での現場音部分と非現場音部分の比
を示す指標として有用性が高いであろう。ま
た，複数の項目を組み合わせて得られるデー
タ項目の中で，⑨有音部総尺（⑤＋⑥＋⑦＋
⑧）は，そのテクストが音声的にどれだけ「厚
塗り」であるかを示す指標として有用であろ
う。同じく，⑩現場音尺（A∪B），⑪非現場

音尺（C∪D）はそのテクストがどの程度現
場的／非現場的であるかを示す指標として基

本的なものとなろう。③総文字数（①＋②）
と⑫言語音尺（B∪D）は，そのテクストが
どの程度言語的／非言語的であるかを示す指
標として有用であると考えられる。

4. テクストを音声分析する

前節までに得た①～⑫の指標は実際にどれ
だけの有用性を持つだろうか。具体的なテク
ストを音声分析してみよう。ここで対象とす
るテクストは，音声以外の特徴からそのテク
ストの質があらかじめわかっているものがよ
い。事前にわかっているテクストの質と，音
声の物差しを用いて判明するテクストの質が
一致するなら，音声の物差しの有用性は高い
と言えるだろう。

4-1　ケース 1：『ドキュメント72時間』
4-1-1　著しく現場的なテクスト群

『ドキュメント72時間』（以下『72時間』）は，
2006年から不定期枠としてNHK総合テレビ
で始まり，2013年からは定時番組として毎
週放送されている実尺24分30秒のテレビド
キュメンタリーシリーズである。番組HPに

「人々が行き交う街角に3日間カメラをすえ
てみる。同じ時代に，たまたま居あわせた私
たち。みんな，どんな事情を抱え，どこへ行
く？」とある 9）とおり，各テクストでは一つの
取材現場に72時間カメラを据えて，「その時
その場」を，そこで偶然出会った人々の声を
ふんだんに盛り込みながら描いている。

2007年当時，この番組のチーフプロデュー
サーであった田波宏視は次のように述べている。
「本来，ドキュメンタリーの制作で一番重

要なのは，「ロケ場」であるはずです。構成
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表は頭のどこかにしまって，目の前で起きて
いることに敏感に柔軟に反応して撮影する，
そうしたロケの基本をもう一度見直したいと
思いました。……（中略）……撮影スタッフは，
一瞬一瞬頭をフル回転させて，出会った人や
現場の持っている力を最大限に引き出すロケ
をすることが求められます」（72時間取材チー
ム2007：13）
『72時間』が，現場ロケを何より重視する

著しく現場的なテクスト群であることは，映
像から得られる知見からも裏づけられる。こ
の番組のテクスト内には，編集時に制作主体
が付加した非現場映像はテロップ以外見られ
ない。映像は取材を行った「その時その場」
の表象であることに徹しているのである。

この『72時間』における音声の種別分量は
どうなっているであろうか。

4-1-2　『72時間』を音声分析する

まず具体的なテクストを選び出そう。『72
時間』は，定時番組となった2013年から，毎
年視聴者の投票によって，その年のベスト
10を選定している。本稿は2015年のベスト5
に選ばれた5本のテクストを分析対象とする
ことにした。放送日順に並べると以下のよう
になる。

1 『北の大地の学生寮』（2015年1月30日放送，
第 3 位，以下『北の学生寮』）

2 『赤羽 おでん屋エレジー』（2015年2月20日
放送，第 5 位，以下『おでん屋』）

3 『秋田 真冬の自販機の前で』（2015年3月6
日放送，第 1 位，以下『真冬の自販機』）

4 『駄菓子屋 子どもたちの小さな宇宙』（2015
年5月15日放送，第 4 位，以下『駄菓子屋』）

5 『大仏を見上げる霊園で』（2015年9月4日放
送，第 2 位，以下『大仏の霊園』）

この5本のテクストについて，①～⑫の指
標をあてると表2（文字数），表3（尺数）の
ような結果が出た。　

まずベースノイズを除く音声の総量を見
てみよう。⑨有音部総尺を見ると，この『72
時間』の5本が音声的に相当「厚塗り」である
ことがわかる。テクスト実尺が1,470秒（24
分 30秒）であるのに対し，5本のテクストの
有音部総尺は最低の『北の学生寮』でも2,537
秒（対実尺比 173%），最高の『真冬の自販機』
では3,134秒（同213%）に及ぶ。単純に考え
るとテクスト内ではほぼ恒常的に，二つの音
種が重複して鳴っていることになる。音声的
に「厚塗り」であることは間違いないだろう。

次に音声中の現場音の量を見てみよう。⑩

現場音尺（A∪B）は最低の『北の学生寮』で
1,176秒（19分 36秒），最高の『真冬の自販機』
で1,356秒（22分 36秒）であり，5本の平均値
は1,301秒（21分 41秒）となる。テクスト実
尺（24分 30秒）の実に89%で現場音が鳴って
いるわけで，5本のテクストが音声的に現場
的であることは間違いない。

続いて音声中の言語の量を見てみよう。③

総文字数は5,158～6,672字，1分当たり211～
272字である。5本の平均値では総文字数が
5,892字，1分当たり240字となる。この数値
の意味については，今のところ比較の対象が
ないのではっきりしたことは言えない。そ
こで⑫言語音尺（B∪D）を見ると，インタ
ビューやナレーション等の言語音が聞こえて
いる部分の尺数は5本の平均値で1,018秒（16
分 58秒）となる。24分 30秒のテクスト実尺
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表 2　『ドキュメント72 時間』 に含まれる音声の種別分量（言語部分の文字数）

表 3　『ドキュメント72 時間』 に含まれる音声の種別分量（尺数）

のうち，69％の部分が言語音によって覆われ
ているわけで，5本のテクストは十分に言語
的であると言えるだろう。

最後に言語音の中での現場音部分（B：イ
ンタビュー等）と非現場音部分（D：ナレー
ション等）の割合を見てみよう。まず文字数
を見ると，5本の中で，①現場音・言語（B）

の文字数が③総文字数に占める比率（現場音
比率）が最も低い『北の学生寮』で71%（4,346
÷ 6,153），Bの比率が最も高い『駄菓子屋』
では79%（5,264÷6,672）となる。5本の平均
値は75%で，どのテクストでもインタビュー
等のBがナレーション等のDを圧倒している
ことがわかる。言語音の中でのBの優勢は尺
数で見ても変わらない。⑥現場音・言語（B）

の尺数は，平均値で746秒（12分 26秒）であ

るのに対し，⑧非現場音・言語（D）の尺数

は365秒（6分 5秒）である。Bの優勢度は文
字数で見たときより下がるが，これはインタ
ビュー等の発話が早口であったことを示して
いる。

ここまでをまとめておこう。まず⑨が示す
ように，『72時間』の5本のテクストは音声的
に相当「厚塗り」である。次にこれらは⑩が
示すように著しく現場的であり，また③⑫

が示すように，十分に言語的でもある。さら
に①③⑥⑧が示すように，言語部分の中で
は，インタビュー等の現場音・言語（B）の
量が，ナレーション等の非現場音・言語（D）
の量を圧倒する。テクストの中で，インタ
ビュー等の現場音・言語（B）が大きな役割
を果たしていることが鮮明に表れている。

（　）内は 1 分当たりの文字数
① 現場音・言語（B） ② 非現場音・言語（D） ③ 総文字数

北の学生寮 4,346 （177） 1,807 （74） 6,153 （251）
おでん屋 4,315 （176） 1,680 （69） 5,995 （245）
真冬の自販機 4,080 （167） 1,402 （57） 5,482 （224）
駄菓子屋　 5,264 （215） 1,408 （57） 6,672 （272）
大仏の霊園 3,954 （161） 1,204 （49） 5,158 （211）
平均 4,392 （179） 1,500 （61） 5,892 （240）

単位は秒，（　）内はテクスト実尺に対する百分率
④

テクスト
実尺

⑤
現場音・

非言語 （A）

⑥
現場音・
言語 （B）

⑦
非現場音・
非言語 （C）

⑧
非現場音・
言語 （D）

⑨
有音部総尺

⑩
現場音尺

（A ∪ B）

⑪
非現場音尺
（C ∪ D）

⑫
言語音尺

（B ∪ D）

北の学生寮 1,470 
（100%）

771
（52%）

749
（51%）

634
（43%）

383
（26%）

2,537
（173%）

1,176
（80%）

787
（54%）

1,048
（71%）

おでん屋 1,470
（100%）

1,302
（89%）

690
（47%）

561
（38%）

405
（28%）

2,958
（201%）

1,316
（90%）

803
（55%）

1,002
（68%）

真冬の自販機 1,470
（100%）

1,350
（92%）

737
（50%）

685
（47%）

362
（25%）

3,134
（213%）

1,356
（92%）

864
（59%）

987
（67%）

駄菓子屋 1,470
（100%）

1,121
（76%）

903
（61%）

725
（49%）

328
（22%）

3,077
（209%）

1,332
（91%）

863
（59%）

1,119
（76%）

大仏の霊園 1,470
（100%）

1,325
（90%）

653
（44%）

465
（32%）

347
（24%）

2,790
（190%）

1,327
（90%）

633
（43%）

933
（63%）

平均 1,470
（100%）

1,174
（80%）

746
（51%）

614
（42%）

365
（25%）

2,899
（197%）

1,301
（89%）

790
（54%）

1,018
（69%）
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前記したように『72時間』は，取材を行っ
た「その時その場」を，そこで出会った人々
の声をふんだんに盛り込みながら描く著しく
現場的なテクスト群として知られている。音
声分析の結果はこのことを具体的な数値でよ
く示していると言えよう。その有用性は明ら
かである。

4-2　ケース2：2本の『NHKスペシャル』
4- 2 -1　伝統的なテクストと非伝統的なテクスト

2015年度の放送文化基金賞は，テレビド
キュメンタリー部門で2本の『NHKスペシャ
ル』（以下『Nスぺ』）に奨励賞を与えている。
1本は『NHKスペシャル　女たちの太平洋戦
争～従軍看護婦 激戦地の記録～』（2015年
8月13日放送，以下『従軍看護婦』）であり，
もう1本は『NHKスペシャル　震度 7 何が生
死を分けたのか～埋もれたデータ 21年目の
真実～』（2016年1月17日放送，以下『震度7』）
である。
「放送文化基金賞データベース」に掲載さ

れている両テクストの概要を紹介しよう 10）。
まず，『従軍看護婦』である。

「戦時中，アジア・太平洋の戦場に従軍看
護婦として派遣された女性たちは5万人を超
える。しかし，使命感に燃えて任地に向かっ
た彼女たちを待ち受けていたのは，あまりに
過酷な戦場の現実だった。……（中略）……
派遣されてから帰国するまでを克明に記した
業務報告書と，20人を超える元従軍看護婦
の証言をもとに，激戦地ビルマとフィリピン
でおびただしい数の死と向き合い続けた女性
たちの戦争を描く」

次に，『震度 7』の概要を示そう。
「史上初めて震度 7を記録し，6434人が犠

牲になった阪神・淡路大震災。……（中略）
…… 今回，50万件を越えるデータを再発掘，
最新の技術で可視化した。すると，都市直下
地震が時間の経過とともにどのように命を
奪っていくのか，その実像が初めて明らかに
なった。……（中略）…… 埋もれたデータに
光をあて，次の大地震に備えて何をするべき
か，警鐘を鳴らした」

2本はいずれも過去の出来事を検証したテ
クストであり，その映像にはかなりの分量の
非現場映像が含まれている。ただしその多寡
には2本で大きな差がある。20人以上の元従
軍看護婦たちにインタビューを行って，その

「想起の現場」を描くことに注力した『従軍看
護婦』では，非現場映像は実尺 49分中，7分
23秒であるのに対し，膨大なデータをCGに
映像化して情報伝達を行うことに注力した

『震度 7』の非現場映像は49分中，25分 24秒
に及ぶ 11）。前者が，現場ロケをなお取材の主
体とする伝統的テレビドキュメンタリーであ
るとすれば，後者は，もはや現場ロケを取材
の主体とはしない非伝統的なテレビドキュメ
ンタリーと言えよう。

この2本の音声の種別分量はどうなってい
るだろうか。

4- 2 -2　2 本の『Nスぺ』を音声分析する

『従軍看護婦』と『震度7』について，第 3
節で得た①～⑫の指標をあてると表 4（文字
数），表5（尺数）のような結果が出た。

まずベースノイズを除く音声の総量を見て
みよう。⑨有音部総尺をテクストの実尺（2
本とも49分＝ 2,940秒）で割った数字を見る
と『従軍看護婦』が136％，『震度7』が129％
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である。これを見ると2本の『Nスペ』は『72
時間』（5本の平均値 197％）よりかなり「薄
塗り」である。しかし，それでもベースノイ
ズを除く音声がテクストの実尺を超えて鳴っ
ているわけで，決して音声の密度が低いとは
言えないだろう。この数字はむしろ『72時間』
の著しい「厚塗り」ぶりを示すものと考える。

次に音声全体の中での現場音の量を見てみ
よう。⑩現場音尺（A∪B）を見ると，『従軍
看護婦』が1,461秒（24分21秒）でテクスト実
尺の50%，『震度7』が827秒（13分47秒）で
テクスト実尺の28%となる。『72時間』の5本
の平均値 89%には2本ともはるかに及ばない
が，それでも『従軍看護婦』がまずまず現場
的である一方，『震度7』ははっきりと非現場
的である。

続いて言語音の量を見てみよう。③総文

字数は『従軍看護婦』が10,615字で，1分当
たり217字，『震度7』が8,639字で1分当たり
176字である。『72時間』の平均値は1分当た
り240字であるから，2本とも『72時間』より
文字数で見た言語音の量は少ない。ただ，尺
数で見るとその差は縮まる。⑫言語音尺（B

∪D）の指標で見ると，『従軍看護婦』の言
語部分は2,034秒（33分54秒）で，テクスト
実尺（2,940秒=49分）の69％となる。これは

『72時間』5本の平均値 69%と同じ数値であ
る。『従軍看護婦』の言語音部分が文字数の
わりに尺数が長いのは，このテクストが，今
や80歳代，90歳代となった元従軍看護婦た
ちが戦時中の記憶を探りながら訥々と言葉を
絞り出す「想起の現場」を描いたものである
ことをよく反映していると言えよう。一方，

『震度7』では，言語音尺は1,605秒（26分45
秒）で実尺の55%となる。これはほぼ文字数
に応じた数値である。

最後に言語音の中で現場音部分（B：イン
タビュー等）が占める比率を見てみよう。ま
ず文字数からである。『従軍看護婦』では，
①現場音・言語（B）の③総文字数に占める
比率は59%（6,288÷ 10,615）である。インタ
ビュー等のBの音が，ナレーション等のDの
音に対して，『72時間』（5本平均で75%）ほ
どではないが，はっきり上回っていることが
わかる。これに対して，『震度7』では，イン
タビュー等は25%（2,120÷ 8,639）と少なく，

表 4　『NHK スペシャル』 に含まれる音声の種別分量（言語部分の文字数）　　

表 5　『NHK スペシャル』 に含まれる音声の種別分量（尺数）

（　）内は 1 分当たりの文字数

① 現場音・言語（B） ② 非現場音・言語（D） ③ 総文字数

従軍看護婦 6,288 （128） 4,327 （88） 10,615 （217）
震度 7 2,120 （43） 6,519 （133） 8,639 （176）

単位は秒，（　）内はテクスト実尺に対する百分率
④

テクスト
実尺

⑤
現場音・

非言語 （A）

⑥
現場音・
言語 （B）

⑦
非現場音・
非言語 （C）

⑧
非現場音・
言語 （D）

⑨
有音部総尺

⑩
現場音尺

（A ∪ B）

⑪
非現場音尺
（C ∪ D）

⑫
言語音尺

（B ∪ D）

従軍看護婦 2,940
（100%）

430
（15%）

1,144
（39%）

1,543
（52%）

869
（30%）

3,986
（136%）

1,461
（50%）

1,714
（58%）

2,034
（69%）

震度 7 2,940
（100%）

654
（22%）

310
（11%）

1,543
（52%）

1,297
（44%）

3,804
（129%）

827
（28%）

2,093
（71%）

1,605
（55%）



86 APRIL 2017

ナレーション等（75%）に圧倒されている。
この事情は尺数で見ても同じである。『従軍
看護婦』では，⑥現場音・言語（B）の尺数と
⑧非現場音・言語（D）の尺数の比は，1,144秒：
869秒なのに対し，『震度7』では310秒：1,297
秒となる。

ここまでをまとめておこう。まず2本のテ
クストの共通点である。⑨が示すように，『従
軍看護婦』と『震度7』は2本とも，音声的に

『72時間』ほど「厚塗り」ではないにしろ，決
して「薄塗り」ではない。

次に2本の相違点を見てみよう。まず，③

⑫が示すように，言語音の分量は『従軍看護
婦』が『震度7』よりやや多い。尺数で見ると
前者の言語音の量は『72時間』に匹敵する。
また，⑩⑪が示すように，『従軍看護婦』が『72
時間』ほどではないにしろ，まずまず現場的
であるのに対し，『震度7』ははっきり非現場
的である。さらに①③⑥⑧が示しているよ
うに，言語音の中での現場音部分（B：イン
タビュー等）と非現場音部分（D：ナレーショ
ン等）の内訳は，『従軍看護婦』と『震度7』
とで見事に対照的である。同じ『Nスぺ』でも，

『従軍看護婦』では，インタビュー等の現場音・
言語（B）が大きな役割を果たしているのに対
し，『震度7』ではナレーション等の非現場音・
言語（D）が大きな役割を果たしていることが
鮮明に表れている。

前記したように，ここで分析した2本の『N
スペ』は，ともに過去の出来事を検証したテ
クストであるが，その中で一方はインタビュー
取材に注力した伝統的なテクストであり，も
う一方はCG作成に注力した非伝統的なテク
ストである。事前に知られていた2本のこう
した特徴を，音声分析は具体的な数値でよく

示していると言えよう。その有用性は明らか
である。

4-3　分析結果の考察
4-1，4-2で得た分析結果を一つの図に表し

てみよう。
図 2は，『72時間』の5本と『Nスぺ』の2本

を，それぞれが音声的にどの程度現場的であ
るか，またどの程度言語的であるかを同じ平
面上にマッピングしたものである。各テクス
トがどの程度現場的であるか（現場度）を示
す縦軸は，⑩現場音尺（A∪B）をテクストの
実尺で割った現場音比率（尺数）を指標とし，
そのテクストがどの程度言語的であるか（言
語度）を示す横軸は，③総文字数から得られ
る1 分当たりの言語音の量（文字数）を指標
とした。

この図から，『72時間』の5本が，非常に高
い水準で現場的かつ言語的であることがわか
る。これに比べると『Nスぺ』の2 本は，現
場度，言語度とも下がる。特に『72時間』の
5本と『震度7』との質的な差は大きいと言え
よう。

図 2は，一つ一つのテクストの個性を示し
ているだけではない。この図からそれぞれの
テクストが属する番組の個性を知ることもで
きる。

各テクスト間の距離に注目してみよう。『72
時間』の5本は，1分当たりの言語音の量が
240字，テクスト実尺に対する現場音の比率
89%という平均値の周辺に驚くほどバラつき
少なく集合している。5本のグループとして
一つの個性を主張していると言えよう。これ
に対して『Nスぺ』の2本は相互にかなり離れ
て存在している。『Nスぺ』という枠のまとま
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りは薄く，その中の1本 1本が個性的である
ことがわかる。

周知のとおり『Nスぺ』は多様なテクスト
が共存する特集枠であり，分析者はその中か
らあらかじめ質的に対照的と見られるテクス
トを選び出したのであるから，図 2上で『N
スぺ』の2本が離れているのは当然である。
しかし，視聴者の人気投票で決めた『72時間』
の5本が，ここまで似ていることを分析者が
想定していたわけではない。5本の質的な均
一性の高さ，バラつきの少なさは何を意味し
ているのだろうか。図2に示された分析結果
はさらなる考察を誘うものである。

現時点で二つの可能性が考えられる。一つ
は，送り手（制作主体）によって，テクスト
の均一性が高くなるようコントロールされて
いる可能性である。4-1-1で紹介したように

『72時間』は現場ロケにこだわった，いわば
テレビドキュメンタリーの個性的な専門店で
あり，プロデューサーを中心とした制作主体
が，番組の個性を維持するべく各テクストの

内容をかなりの程度規格化（フォーマット化）
している可能性は高い。もう一つは，受け手
の嗜好が文字数で見た 1分当たりの言語音の
量 240字，テクスト実尺に対する現場音比率
89%付近に存在している可能性である。今回
分析対象としたのは，視聴者が決めた2015
年のベスト5であるから，その嗜好が集約的
に表れている可能性があるだろう。実際には，
送り手と受け手の相互作用の中で，質的な均
一性の高いテクスト群としての『72時間』が
形成されたと考えられる。

もっとサンプル数を多くして経年的に『72
時間』の音声分析を行えば，この個性的なテ
レビドキュメンタリーシリーズの成立過程が
見えてくる可能性がある。それはおそらく番
組が均一性を増していく（別言すれば番組の
枠内でテクストが没個性的になっていく）局
面を含むだろう。

また今回の分析結果からは，テクストに
よって音声的な差異が大きい『Nスぺ』が様々
な制作手法を許容していることが確認できる。

図 2　音声の種別分量から見た『72時間』と『Ｎスペ』
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『72時間』が個性的な専門店であるとすれば，
『Nスぺ』は多様な品ぞろえを誇るデパートで
ある。これについてもサンプル数を多くして
経年的に音声分析を行えば様々な知見が得ら
れるだろう。たとえば，デパートとしての『N
スぺ』の多様性に経年的な揺らぎはないだろ
うか。興味深いテーマである。

5. 結びにかえて

以上，ここまでの論述から，テレビドキュ
メンタリーのテクストに含まれる特定の種類
の音声の分量から，そのテクストがどの程度，
現場的／非現場的であるか，またどの程度言
語的／非言語的であるかということを明らか
にする方法を示すことができたと考えるが，
どうであろうか。

忘れないように記しておくと，音声分析は，
⑨有音部総尺という指標から，そのテクスト
が音声的にどの程度「厚塗り」か「薄塗り」か
ということも明らかにすることができる。は
じめに意図したものではないが，作業の過程
で，そのテクストがどの程度の音声密度を持
つかという分析軸が，それを示す指標ととも
に得られている。

この，音声密度の高低もテレビドキュメン
タリーの分析軸として有用であると言えよう。
たとえば『72時間』は，現場ロケというドキュ
メンタリーの原点に回帰した番組とされ，実
際，⑩現場音尺（A∪B）等の指標から得ら
れた数値は，そのことをよく裏づけていた。
ただし，音声密度という指標で見ると，『72
時間』は多くの古典的なテクストより音声的
に著しく「厚塗り」である可能性が高い。こ
の番組が単純に原点回帰したのではないこと

を示す知見である。

以下，結びにかえて今後の展望を示してお
こう。

筆者たちは今後，できるだけ多くのテクス
トを分析しながら，今回得た音声の物差しを
洗練していきたいと思う。

多くのテクストを分析することによって，
出てくる数値の意味はより明確になるだろう。
たとえば⑩現場音尺（A∪B）が実尺比で何
パーセントを超えれば，そのテクストは現場
的と言えるのか，今のところ必ずしも明確な
基準はない。しかし，多くのテクストについ
て数値を出していくことによってそれは次第
に定まってくるはずである。平均的な数値は
おそらく番組ごとに違ってくるだろう。番組
ごとの平均値がわかれば，ある1本のテクス
トが，それが属する番組の中でどの程度現場
的なのか，またその番組が，テレビドキュメ
ンタリー一般の中でどの程度現場的なのかを
示すことができるだろう。⑫言語音尺（B∪

D），そして⑨有音部総尺など他の指標から
得られる数値についても同様である。

すでに筆者たちは最初期のテレビドキュメ
ンタリーシリーズである『日本の素顔』（1957
～ 64），また70年代初頭のNHKのドキュメ
ンタリーシリーズである『ドキュメンタリー』

（1971～ 78），『人間列島』（1971～ 72）につ
いて音声表作りに着手している。分析結果が
出れば随時報告していくことにしたい。

（みやた あきら/はら ゆみこ/じん ぎょんあ）
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注：
 1） 通常のテレビドキュメンタリーでは，制作プロ 

セスのほぼ最終段階で MA 作業（Master Audio
作り）が MAスタジオにおいて行われる。ここで
音響効果担当者が選曲した音楽，またディレク
ターが作成したナレーション等の音声が，CD 再
生やナレーターの読みを通じて発生する。現場で
録音されてきた現場音はこれらの非現場音と，ミ
キシングによってその音量を調整されながら混合
され，一つの Master Audio に収まっていく。

 2） 近年では CG 等で作成された非現場映像を大量
に含むテクストが増加しているが，こうしたテ
クストにおいても，音声の物差しの有用性は揺
るがない。CG 等が多い近年のテクストで違う
ところがあるとすれば，それは，映像を見ても，
ある程度非現場部分が多いことがわかるという
ことだけである。

 3） 伝統的なテクストにおいてテロップ等に含まれ
る言語量は，音声に含まれる言語量の 1 割に満
たないと考えられる。かつて NHK ではパソコ
ンが普及する 1990 年代末ごろまで，テレビ台
本用に特別仕様の原稿用紙が用いられていた。
B4 サイズの用紙 1 枚が放送尺 1 分に相当して
おり，1 枚 1 枚の上方には映像内容を書く欄が
あり，下段にはナレーションやインタビュー等
の音声内容を書き込むために一列 15 個のマス
目が 20 行設けてあった。つまり当時想定され
ていた，テクスト 1 分当たりの音声言語の上限
は文字数にして，300 字であった。筆者（宮田）
の経験では，早口のインタビューが多い場合に
は，この 300 字を超える場合がしばしばあった。
これに対して，テロップ等に含まれる文字数が
テクスト全体の平均値として 1 分当たり 30 字
を超えることは，海外取材等で，大量の翻訳テ
ロップを必要とする場合を除けばまずないと言
える。地名や人名など固有名詞のテロップ表示
はそれぞれ数文字あれば足りることを想起され
たい。

 4） そのテクストが含む言語の量を正確に把握しよ
うとすれば，たとえ少量であっても，文字テロッ
プ等映像中に含まれる言語も無視できない。し
かし，映像中の言語を扱う際には，その量をカ
ウントする前に，これを音声中の言語（言語音）
と質的に同じものとして扱ってよいのか，ま
た，もし同じものとしても，近年増加している
インタビュー等の逐語的な表示テロップなど言
語音と内容的に重複するものをどうとらえるか
といった論点が生じてくるだろう。映像中の言
語についての検討は今後の課題としたい。

 5） 本稿が資料としたテクストについては，その仕
様を示した上で株式会社エクシム・インターナ
ショナルに音声表の作成を依頼した。作業に当
たった福岡正彦氏による，綿密かつ精確な音声
起こしこそが本稿の基礎となっている。

 6） ステブレなどを除いたテクストの実質部分の時
間的分量。

 7） ⑤～⑧の各尺数を積算する際には，エクセルの
1 セルを 1 秒としてテクストの実尺分だけセル
を作り，その音種が鳴っていない時間のセルを
削除していくと，その音種の尺数（秒数）がセ
ルの行数として得られる。

 8） ただし，⑩と⑪の比は，お互いの重複部分を二
重にカウントしてしまうので，そのテクストに
おける現場音と非現場音の割合をクリアに示す
ものにはならない。 二重カウントをなくすに
は，たとえば音量の大小といった基準を設けて，
重複部分の音声を現場音と非現場音のいずれか
に排他的に振り分けることが必要だが，テクス
トの中で現場音と非現場音の重複は非常にしば
しば発生するだけでなく，一つ一つの重複部分
における各音種の音量の大小は特に非言語音が
からむと判別が難しく，振り分けは煩雑かつ困
難な作業になる。本稿では手を出さないことに
した。

 9） http://www4.nhk.or.jp/72hours/（2017 年 2 月
4 日閲覧）

 10） 放送文化基金賞データベース，第 42 回（2016
年），テレビドキュメンタリー部門（https://
hbf.yoshida-p.net/awards/search/（2017年 2
月 4 日閲覧））

 11） ここで非現場映像としてその尺数をカウントし
たのは，まず，当該のテクスト以前に制作され
たテクストの中に含まれる映像（ありもの映
像），そして CG 等で作成された図表や複数の
写真のコラージュなど，制作主体が被写体自体
を作成ないし加工して撮影したことが明らかな
映像で，画面全体をおおうものである。画面の
一部にかかるだけのテロップや，取材で得られ
た文書や写真の通常の接写はカウントしなかっ
た。

引用文献：
・72時間取材チーム（2007）「新しいドキュメンタリー

の模索「ドキュメント72時間」」『映画テレビ技術』
3月号12-18.


