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番組研究覚書【第3回】
放送番組の

「質的評価」への模索
メディア研究部  原　由美子

繰り返し沸き起こる議論と試行

あるテレビ番組が視聴者にどのように受け止
められたかを測定する方法として，まず思いつ
くのは「視聴率」である。現在，NHKとビデ
オリサーチ社が行っている1）。しかし，「視聴率」
という「量的な」指標だけでなく，「どんな人が
見たのか」「どのように見たのか」「どんな効果
があったのか」など，視聴や視聴者，あるいは
番組の「質」を知りたいという要請は，古くか
らあった 2）。

1960年代，NHKでは，経営評価の側面か
ら，「番組の効果」を測定・把握する必要が認
識され，「番組内容評価調査」の開発・試行が
行われた 3）。またこの時期，ニールセン日本支
社が機械式視聴率測定調査を開始したことが
契機となり，こうした機器による調査システム
の有用性と限界が議論になった。

1970年代には，民放連研究所が「充足度
調査システム」の研究・開発を進めた4）。同研
究所の主任研究員でもあった伊豫田康弘は，
のちにこの研究について，「あらゆるジャンルの
番組の内容分析調査と視聴者に対する大規模
フィールド調査とにより，番組の『充足タイプ』
と『充足度』を判定する調査システムである。
調査コスト等の問題もあり，実用化には至らな
かったが，『質』的調査の具体的方向性を提示
したという点で，画期的な研究だった」と振り

返っている 5）。
1980年代末には，人々の消費行動の多様

化，テレビ視聴行動の個人化などの状況を受
けて，主として広告主から，「視聴質」把握へ
の要請が強まる。それに応じて民放連研究所
が，再び「視聴質」の研究に取り組んだ 6）。こ
の研究では，“質”の概念が論者の立場の違い
によって多様であることから，放送関係者，広
告主，広告関係者などを対象に調査を行い，

「視聴者の質」「視聴者反応の質」「番組の質」
「CMの質」の4つに分類できることなどを明ら
かにした 7）。

1990年代には，ビデオリサーチ社による「機
械式個人視聴率調査（ピープルメーター）」の導
入をめぐって，「視聴率」に関する議論が再燃
する。この時期に，NHK放送文化研究所（以
下，文研）では，海外の研究者を交えた国際
共同研究プロジェクトを発足させ，各国の「番
組の質的評価」に関する研究を収集・分析し，
新たな指標を模索した。

一方，こうした「番組や視聴の質とは何か」
を構造的に探ろうとする研究と並行して，単一
尺度による番組評価―個別の番組について全
体的な評価を一次元尺度で求めるという試み
―も1960年代から続いていた 8）。

1960年代に，前述のニールセン社の機械式
調査やアメリカから輸入されたTVQレイティン
グ 9）をめぐってその有用性が議論されたのをは
じめ，NHKで，「よかった率 10）」や「番組評価
スコア11）」，番組の満足度を尋ねる「放送意向
調査」や，2000年代には「満足度」だけでな
く「見方」や「視聴動機」も尋ねる「番組総合
調査」などが行われてきた。民放でも2000年
代に「視聴者満足度調査」（フジテレビ），「テ
レビ番組影響力調査」（TBS）などが行われた。

〈放送研究リポート〉
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これらの民放の試みには，2003年に起きた民
放社員による「視聴率操作事件」12）が影響して
いる。この事件を受けて「視聴率等のあり方
に関する調査研究会」13），「新しい評価基準を
考える会」14）などが設けられ，「視聴率」以外
の番組評価を測定する調査の実施や，制作者
や番組の顕彰制度の充実などが求められたの
である。

その後も現在に至るまで，さまざまな形で
「視聴率」以外の指標の模索は続いている。筆
者自身がかかわったもので言えば，「番組アナ
ライザー」15）を用いた，視聴者による番組評価
の実験 16）や，ブログやTwitterでの言及量や
語彙の分析 17）などがある。 

本稿では，文研でかつて行われた二つの
研究，1960年代の「番組内容評価調査」と，
1990年代の「放送のクォリティー・アセスメント」
について，概要を紹介したい。

「番組内容評価調査」（1963 ～ 1969年）

この研究は，1963（昭和38）年度から7年
にわたって行われたが，実施主体や内容の変
化によって3期に分けて総括されている。

【第1期】（S.38～40年度）

経営第2部（当時）によって開始された。
番組コストの算出が行われるようになったの

に呼応して，「投下した経費」と照合されるべき
「番組の効果」を測定・把握する必要から，調
査が企画された。「視聴経験者率スコア」「積
極固定率スコア」「満足度スコア」「総合スコア」
などが析出されたが，番組評価とは何か，「総
合スコア」と番組の「価値」はどのような関係に
あるのかなどについて，さらなる検討が求めら
れた。

【第2期】（S.41年度）

主体が文研・番組研究部へと移行。第3期
への過渡期として，「満足度」が何に規定され
ているのかを検討した。「番組への満足度」「そ
の番組についての印象」「構成要素への評価」
の関係が分析された。

【第3期】（S.42～44年度）

「番組の意図の達成の程度」の測定に調査
の重点が置かれた。番組の制作目標が訴求対
象の視聴者に届いたかどうかを測定した。

石川（1993）の整理によると，調査の手順は
以下のとおりである。
① 番組制作担当者にアンケートを行い，番組

ごとにそのアピールポイント，および構成要
素として適切と思われるものをリストから選
び出す。

② 種目嗜好，アピールポイントへの志向，属
性などを参考に，各番組の訴求対象を選
び出す。

③ 対象者に番組の全般的評価と，番組のア
ピールポイントはどの程度達成されたかを
問う。

④ 対象者に番組の個々の構成要素に対する評
価を問う。

⑤ 全般的評価とアピールポイント達成度の相
関，全般的評価と構成要素評価の相関を
求める。

石川によれば，アピールポイントの設定の手
順に対する批判，実際に得られた結果が編成・
制作上の資料として持つ有用性，調査の膨大
な作業量などが障害となって，以後の発展を
見なかったという。

こうしてこの調査は1969（昭和44）年度で打
ち切られたが，締めくくりのために，東京大学
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の竹内郁郎助教授（当時）を代表とする「番組
評価研究会」に委託して，関連する内外の諸
調査研究の中でこの「番組内容評価調査」の
位置づけを明らかにしてもらった。研究会は，
この調査を高く評価しながらも，次の2点を指
摘した 18）。
・番組の効果と送り手の意図の測定について，

送り手の「意図せざる効果」も考慮すべき。
・「人々は自己の最も強い感情追求の充足を常

にテレビに求めている」との前提で調査が設
計されている。「その人の日常生活の中での
テレビの位置」という要因への考慮が必要。

「放送のクォリティー・アセスメント」
（1990～1993年）

新しいテクノロジーの発達や，それに伴う
人々の意識の変化が，既存の放送に大きな影
響を与え，放送の機能や意義を検討し直す動
きが生まれていた1990年代初頭，文研は，「放
送の質」についての国際共同研究プロジェクト
を立ち上げた。
「放送のクォリティー・アセスメント」と銘打

たれたこの研究は，海外 4か国（アメリカ，ス
ウェーデン，カナダ，イギリス）の研究者と協力
し，放送事業体の活動の総体を視野に収め，
受け手に対するサービスの水準を分析評価しよ
うという試みであった 19）。

研究の枠組みとして，放送を，システム（放
送制度全体），チャンネル，プログラムという3
水準に分類。また放送に関わる諸集団として，
国家，社会，視聴者，プロフェッショナルの4
種類に分類。これらのクロスするところに，そ
れぞれ放送が追求する価値を示し，その価値
にしたがった評価基準を示すことを試みた 20）。
そして，これまでの諸研究は，「視聴者」水準

に集中しており，なかでも視聴者個人が個別
番組に対して下す質的評価の研究が多いとし，
今後は，「社会」水準における追求価値の明示
と，その価値に照らした評価方法の開発が必
要だとしている。

必要になる作業として，プロフェッショナル
による評価の検討と，公共サービスの諸理念
に基づく評価の必要性を挙げ，とくに後者に照
らして最も重要な概念は「多様性」だと結論づ
けている。「多様性」の測定・評価を実行する
には，汎用性のある番組種目分類の検討が必
要であり，さらに番組種目カテゴリー内の多様
性の分析のために有効な方法として内容分析
の手法を挙げた。

この研究について伊豫田（2004）は，「各国
における視聴質研究の現状分析が中心で，新
しい質評価の尺度の作成には至らなかった」と
結論づけているが，個別の番組の評価という
より，放送局全体のパフォーマンスの評価視
点として，「多様性」という視点を提起したこと
は，現在の放送の評価を考えるうえでも示唆に
富むものと考えられる。

もちろん，ここで紹介・言及したもの以外に
も，さまざまな研究や試行・実践が積み重ね
られてきた。番組の“質”を“定量的”に測定
する方法の模索は，この業界における永遠の
課題ともいえるだろう。技術の進展を受けて，
新しい手法の研究開発の可能性も増している。
先輩たちの取り組みや知見を振り返ることが，
今後も続くであろう模索の参考になればと思
う。

　（はら ゆみこ）
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注：
 1） NHKの個人視聴率調査は，全国の個人を対象

に，毎年6月と11月に各1週間実施。ビデオリ
サーチ社は，全国の放送エリアごとに毎日ない
し一定期間実施。

 2） 「視聴質」調査の系譜については，石川旺「放
送の質的評価，日本における研究」『放送の質
的調査に関する研究報告書～研究の現況と展
望』（1993），伊豫田康弘「『視聴質』研究の系
譜とデジタル時代の視座」『月刊民放』2004年
2月号，石山玲子・黄允一「“視聴質”尺度によ
る番組評価の試み」『成城文藝』2016年12月号
などに詳しい。

 3） この研究の報告としては，三輪正「『送り手
による番組評価活動』についての一つの提言」

『NHK放 送 文 化 研 究 年 報　 第15集 』（1970），
番組評価研究会「番組評価の方法と諸問題」

『NHK放送文化研究年報　第17集』（1972）な
どがある。本稿執筆に際しては，筆者が参加
した勉強会で配付された三輪によるメモ「番
組の評価」（1975.7.29），「内容評価調査の総括」

（1975）も参考にした。
 4） 1975年から4年間にわたって実施された。日

本民間放送連盟放送研究所「視聴率調査を補
完する充足度調査システム―改良と応用―」

（1979.4）などの報告がある。
 5） 伊豫田康弘「『視聴質』研究の系譜とデジタル

時代の視座」『月刊民放』2004年2月号
 6） 現在，NHK放送文化研究所に保存されている

資料は中間報告書（日本民間放送連盟研究所
「民放研・中間報告書　視聴率と視聴質　論点
を明確にするための基礎論的アプローチ」1988
年3月）のみだが，1989年2月に報告書が出さ
れている。

 7） 5 と同じ。
 8） 石川旺「放送の質的評価，日本における研究」

『放送の質的評価に関する研究報告書 ～研究の
現況と展望～』NHK放送文化研究所（1993）

 9） 石川（1993），伊豫田（2004）など
 10） 斎藤賢治「新しい視聴率調査を目指して～“よ

かった率”の中間報告～」『放送研究と調査』
1988年6月号

 11） 西田文則「番組評価スコア調査の試み」『放送
研究と調査』1991年12月号

 12） 2003年，日本テレビ社員が視聴率調査対象世
帯を探り出し，買収工作を行っていたことが明
らかになった事件。

 13） 事件を受け，日本民間放送連盟が外部有識者に
よる研究会を設置し提言を求めた。

 14） 日本テレビの要請により設置され，日本テレビ
取締役会に答申。

 15） 1930年代にアメリカで開発された装置で，視
聴者が番組を見聞きしているときに感じる気持
ちの変化を，番組の流れに応じて記録する。日
本放送協会放送文化研究所「アナライザーによ
る番組の研究」（改訂版）1955，小平さち子「ア
ナライザーを用いた番組研究」『放送研究と調
査』1985年8月号。

 16） 2004年に，かつての番組アナライザーの機能
を備えて持ち運び可能な装置を開発し，アニメ
番組の反応などを調査した。詳しくは，渡辺誓
司「番組視聴中の反応を測定する『番組アナラ
イザー』の開発」『放送研究と調査』2006年1月
号を参照。

 17） 原由美子・谷正名・執行文子「ブログとテレ
ビ番組～視聴行動との関係と活用の可能性を
探る」『NHK放送文化研究所年報　第53集』

（2009），齋藤建作・二瓶亙・関口聰・三矢惠
子「朝ドラ『あまちゃん』はどう見られたか～
4つの調査を通して探る視聴のひろがりと視聴
熱～」『放送研究と調査』2014年3月号

 18） 番組評価研究会「番組評価の方法と諸問題」
『NHK放送文化研究年報　第17集』（1972）研
究会のメンバーは，飽戸弘，竹内郁郎，森田浩
平，鈴木裕久，加藤春恵子。

 19） 石川旺「放送のクォリティー・アセスメント
―研究の現況と展望」『NHK放送文化調査研
究年報　第36集』（1993），NHK放送文化研究
所『放送の質的評価に関する研究報告書 ～研
究の現況と展望～』（1993）。この総括報告書に
は，海外研究者の各国の質的評価に関する論
文，石川による本研究の総括（年報所収論文）
のほか，石川旺「放送の質的評価，日本におけ
る研究」，石川旺・神原直幸「テレビジョン放
送の多様性：五か国比較分析」，西野泰司「番
組編成の多様性について～現場の視点から～」，
土屋健「専門家による番組評価の視点」が収め
られている。

 20） Ishikawa, S., & Muramatsu, Y.“Quality Assess-
ment of Broadcast Programming: Research for 
Future” Studies of Broadcasting No.27, 1991


