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か。欧米では，放送をはじめメディアのコンテ
ンツに登場する人物のジェンダーバランスなどの
調査が，メディア自身や業界団体，研究者など
によって継続的に行われ，改善するための数値
目標を設けるなどの取り組みも行われている1）。

翻って日本では，メディアのジェンダーバラ
ンスについて調査したデータは限られている。
テレビのジェンダー表現に関する研究として
は，日本女性学習財団理事長の村松泰子氏が
NHK放送文化研究所（以下，文研）に在籍し
た1970年代に「テレビドラマの描く女性像」に
ついて行った一連の調査がある2）。日本のテレ
ビドラマが描く女性像は「耐える女」「頼もしい
母」「けなげでかわいい妻」「行動的で明るい
娘 」など「固定的であることは否めない」とい
う内容だった。その後，文研を含め，テレビの

はじめに

多様性を尊重し，互いの違いを受容するイン
クルージョンを進める動きは世界に広がってい
る。アメリカで始まった，女性に対するセクシャ
ルハラスメントや性暴力を告発する#MeToo
運動，黒人に対する暴力や差別を問うBlack 
Lives Matter（BLM）運動は，各国のさまざ
まな分野で人々の意識や行動の変容を促して
いる。日本でも2021年2月，東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗
会長（当時）が，女性蔑視ともとれる発言で批
判を受け，辞任に至ったことが，社会のありよ
うの点検を促す問題提起にもなった。

こうした中で，公共性が強い大手メディア，
とりわけテレビはどんな役割を果たすべきなの

連載　メディアは社会の多様性を反映しているか ①
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多様性の推進は，公共サービスとしてのメディアが，情報が氾濫する時代にあって信頼を得て存続するために避け
ては通れない重要な課題である。多様性には，ジェンダー，性的指向，人種，障害の有無，居住地域などいろいろな面
があるが，今回の調査で私たちは先進国の中でも日本の男女平等の推進が遅れている現実もふまえ，最も基本的な
女性・男性のバランスがテレビの登場人物においてどう表れているか，データにより現状を可視化することをめざした。

テレビ番組全般の登場人物については番組メタデータをもとに年代別，職業分野別，番組ジャンル別に，また
ニュース番組についてはコーディング分析により，名前の表記の有無やニュースの中での役割，取り上げた話題など
を含めたより詳しい分析を行った。

調査の結果，テレビの登場人物は，年代・年層をみると，テレビ番組全般，ニュース番組のいずれでも若い女性
と中高年の男性が多いという傾向が確認された。また，登場人物に占める女性の割合はテレビ番組全般で40％未
満，ニュース番組では30％未満と，男性に比べると半分以下にとどまった。ニュース番組ではスタジオ出演者を除く
と偏りはさらに大きく，男性が女性のほぼ3倍となり，このうち名前の表記があった人では男性が女性のおよそ4倍
にのぼった。ニュースの話題では，政治や科学・医療，スポーツなどは男性が女性の3倍以上，職業・肩書のうち
医師では男性60人に対し女性が1人だった。

また，テレビの女性や男性の取り上げ方を視聴者がどうみているかを探ったアンケート調査では10 ～ 30 代，そ
の中でも男性より女性に違和感などを抱いたことがある人が多く，違和感などを抱いたという番組は，番組メタデー
タ分析の結果の，登場人物の男女比に偏りが大きい番組ジャンルと重なった。
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ジェンダー表象について継続的な調査は行われ
てこなかった。

日本も対象とした国際的な継続調査で，参
考になるものとしては，GMMP （グローバル・
メディア・モニタリング・プロジェクト）がある3）。
GMMPはメディアにおけるジェンダー平等を目
的に実施されているプロジェクトで，世界各国の
ニュースに登場する女性や男性の割合を，各国
のメディア研究者，ジャーナリストなどが1995
年から5年に1回，調査・報告している。2020
年の調査では，日本のテレビなど伝統メディア
のニュースに登場した女性は20％（世界全体の
平均では25％）で2015年の21％よりも後退して
いた。116の国と地域の新聞，テレビ，ラジオ，
オンラインニュースサイト，ソーシャルメディアを
見渡す貴重なデータだが，1日の調査であるた
め，その日のニュースに左右される可能性もあ
り，普遍的に論じる材料としては限界もある。

こうした状況をふまえ，文研では今回，3つ
の調査を行った。まず，テレビ番組の登場人
物について，調査期間を一定程度設けてより
多くのデータをとることでジェンダーバランスの
実態の可視化をめざした。また，テレビの女

性や男性の取り上げ方などについて視聴者が
どうみているかを探った。

1. 番組メタデータの分析

番組メタデータ（番組内容のテキスト情報）
を利用して，テレビに登場する人物の性別や
年齢，職業などの属性を調査・分析

2. ニュース番組のコーディング分析

登場した人物の役割，名前表記の有無など，
メタデータからは読み取れない情報を，実
際に番組を視聴して調査・分析

3. 視聴者アンケート調査

テレビの女性や男性の取り上げ方などを視聴
者はどうみているのか，WEBアンケート調
査を実施

本稿では調査の結果について，章を分けて報
告し，終わりに調査の成果と課題を考察する。

1. 番組メタデータの分析

1-1　ねらい，調査手法

毎日多くの人が接するテレビ番組の内容は，

放送局と
番組名 番組ジャンル 放送開始

時間 終了時間 長さ 番組内容の要旨

NHKニュース
おはよう日本

ニュース/
報道 A

2021/3/1
6:03

2021/3/1
6:06 0:02:52

6府県で緊急事態宣言が解除された。新型コロナウイルスの新規感染者
数を下げるための対策について解説。保健所による濃厚接触者と感染源
の調査は，感染者数が少ないとき限定。【解説・コメンテーター】中村幸
司（解説委員）

NHKニュース
おはよう日本

ニュース/
報道 A

2021/3/1
6:06

2021/3/1
6:07 0:01:02 全国の気象情報を紹介。（中継）東京渋谷区「NHK放送センター」。

NHKニュース
おはよう日本

ニュース/
報道 A

2021/3/1
6:07

2021/3/1
6:08 0:01:06

栃木県足利市の発生から8日となる。延焼は治まったという事で，市は
消火活動が順調に進めば 1日にも鎮圧できるという見通しを示している。

【コメント文】宇都宮地方気象台

NHKニュース
おはよう日本

ニュース/
報道 A

2021/3/1
6:08

2021/3/1
6:10 0:01:36

地方銀行などの地域金融機関の経営環境が厳しさを増す中，日銀は地域
金融機関の経営基盤の強化を後押しする新たな制度を始める。新制度は
地方銀行・信用金庫・信用組合・農協・漁協などが対象。【コメント】後
藤公洋（日銀・理事）

NHKニュース
おはよう日本

ニュース/
報道 A

2021/3/1
6:15

2021/3/1
6:17 0:01:28 金メダル・ノルウェー，4位・日本。【コメント】渡部暁斗【出演】早坂隆信

表 1　番組メタデータの例

（エム・データ社提供）
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人々の考えや行動に大きな影響を与える可能性
がある。しかし，多くの人はテレビを見ながら，
その登場人物の女性・男性の比率や年齢構成
などを明確に意識することは少ないだろう。

そこで私たちは，まず「番組メタデータ」を
活用して，テレビ番組全般に登場する人物を性
別や年代別に数えてみることにした。
「番組メタデータ」とは，表1に例示したよう

にテレビ番組の番組名，放送局，放送時間，
ジャンル，内容要旨，登場する人などをテキス
ト化して記録したものである。番組を見なくて
も，主だった登場人物をテキストから読み取る
ことができる。

番組メタデータを作成して提供している企
業は複数あるが，今回はエム・データ社のメタ
データを利用した。同社では，タレントやアナ
ウンサー，政治家など，テレビに出演する頻度
や知名度が高い人物について，性別や年齢な
どの情報をデータベース化しており，これを活
用することで性別・年齢別の集計が比較的容
易にできると考えたためである。

調査では，データベースにない登場人物につ
いても，性別や年齢を確認できる人物について
は集計に加えるよう同社に依頼した。ただし，
ニュース番組や情報番組では，スタジオ出演者
以外はほとんど集計に含まれていない。

1-2　調査概要・項目

調査概要と調査項目を以下，表2・3に示す。
項目分類は，エム・データ社が記録している番
組メタデータ分類に基づく。

なお，この調査は2021年6月に行ったトライ
アル調査 4）に含んでいなかった午前零時～ 4
時の時間帯と国内ドラマを加えたものである。

1-3　調査結果

○全番組の出演者

集計した出演者のべ8,480人のうち，女性が
約4割，男性は約6割で女性の1.5倍だった。
総務省統計局の人口推計 5）によると，女性は日
本の人口の51.4％を占めるが，テレビに登場す
る比率はそれよりもかなり少ない（図1）。

○年代別

出演者を年代別にみると，女性と男性で，傾
向が顕著に異なった。男性は20代，30代と年
代が上がるにつれ増えて40代が最も多くなった
が，女性は20代をピークに，年代が上がるほ
ど登場人数が少なくなった。

テレビに出ているのは，「若い女性と中高年
の男性」という構図が浮き彫りになった（図2）。

性別 女性，男性
年代 10歳未満，10 ～ 90 代まで10歳区切り

番組ジャンル
ニュース・報道，情報・ワイドショー，バラエ
ティー，音楽，スポーツ，ドキュメンタリー，
演劇・公演，趣味・教育，福祉

職業・肩書
俳優・女優，タレント・モデル，お笑い，アイ
ドル，音楽，アナウンサー・キャスター・リポー
ター，スポーツ，経済，政治，製作者，文化
人・著名人，YouTuber

表 2　調査概要

図 1　全番組の出演者　性別割合

表 3　調査項目

期間 2021年6月6日（日）～ 12日（土）
対象

チャンネル
（地上デジタル）

NHK総合，Eテレ，日本テレビ，テレビ朝日，
TBSテレビ，テレビ東京，フジテレビ

対象番組 全番組（アニメ，映画，海外ドラマ，再放送
を除く）

数える対象と
した登場人物

スタジオやVTRの番組出演者，解説者，コ
メンテーター，ドラマのテロップに紹介され
ている出演者など，のべ 8,480人

（エム・データ社の分類に基づく）

男性女性
（n=8,480）

男性
女性39.6％ 60.4



5MAY 2022

○番組ジャンル別

どの番組ジャンルも男性のほうが多かった
が，特に「バラエティー」では男性が多く，女
性の2倍だった。「趣味・教育」「スポーツ」「福
祉 」では，男女の出演者数の差が小さかった

（図3）。

○職業分野別

職業分野別にみると「お笑い」は，男性が突
出して多く，女性のおよそ7倍だった。そのほ
かの分野でもほとんどは男性のほうが多く，「文

化人・著名人 」では男性が女性の3倍だった。
女性のほうが多かったのは「アナウンサー・キャ
スター・リポーター」と「タレント・モデル」のみ
だった。女性と男性がいずれも100人以上に達
したものを図4に示した。不明分は除いた。

この「アナウンサー・キャスター・リポーター」
をさらに年代別にみると（図5），テレビ番組
全般の出演者と同じように女性では20 代が最
も人数が多く，年齢が上がるごとに少なくなっ
ている。つまり，女性の出演者が多いといって
も，若い女性に偏っていることがわかる。調
査において出演者の数を数えるのは大事だが，
年代などほかの要素も調べる必要があること
を示している。

図 2　年代別　女性・男性の出演者数

図 3　番組ジャンル別　女性・男性の出演者

図 4　職業分野別　女性・男性の出演者

図 5　年代別　アナウンサー・キャスター・リポーター
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2. ニュース番組のコーディング分析

2-1　ねらい

前章では番組メタデータを用いて，報道か
らエンターテインメントまで，幅広いジャンルの
番組について，テレビ出演者のジェンダーバラ
ンスの調査・分析を行った。この章では，番
組ジャンルをニュース番組に絞って，より詳しく
調査・分析した内容について記述する。

ニュース番組に絞ったのは，

△

放送局に共通
した重要な柱であり，かつ各局の編集方針を
反映していること，

△

幅広い人が視聴し，世論
を左右すること，などが理由である。それだ
けに，登場する女性・男性の役割などがどのよ
うに異なるかを知ることは重要だと考えた。

番組メタデータの分析には，一般市民がほ
とんど含まれていなかったが，ニュース番組の
分析では，一般市民を含めた登場人物のジェン
ダーバランスの特徴，現状の把握をめざした。

2-2　調査概要

調査の概要について表4にまとめた。以下，
項目ごとに説明する。

〇調査期間

調査対象とする期間は，ニュースの話題が
なるべく偏らない時期を選ぶようにした。2021
年は東京オリンピック・パラリンピック，衆議院
選挙や自民党総裁選などがあった。このため，
当該期間中と直前・直後を避け，1回目は2021
年11月15 ～ 19日とした。2回目は，年末年始
休暇の特別編成の期間を避け，2022年1月17
～ 21日とした。

〇調査対象番組

調査対象はNHK総合と在京民放5局（日本
テレビ，テレビ朝日，TBSテレビ，テレビ東京，
フジテレビ）が午後9時から11時台に放送して
いる6つのニュース番組とした。1日を締めくく
る夜の主要ニュース番組であり，また，NHK，
民放がほぼ横並びで編成していることを考慮
した。

〇調査対象人物

調査対象とする登場人物については，誰を
数えるべきか，調査チームで検討を重ねた。
映っている人をすべて数えたほうがよいのか。
同じ人物が何回も登場した場合はそのたびに数
えるのか。顔は映らず，発言だけが引用されて
いる場合はどうすべきか。こうした点を検討し
た結果，今回はニュース番組という特性をふま
え，番組で発言が使われている，つまり発言
が音声で放送された，あるいは字幕などで引
用された人物を数えることにした。発言内容を
放送で使っているということは，テレビ局がそ
の人物に一定の重みを置いているということで
あり，数える登場人物を絞る基準として適切と
考えた。なお，同じ人物が，同じ話題に複数
回登場した場合には1回と数え，異なる話題で
登場した場合は，そのつど数えることにした。

〇主な分析項目

項目については，まず最も基本的な性別，
年層，話題，職業のほか，ニュースの中での
役割や，名前表記の有無などを分類することに
した。そのねらいなどについては，2-4（調査
項目）で詳しく説明する。
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2-3　調査手法　コーディングによる分析

ニュース番組の内容分析の手法として，今
回はコーディングを実施した。コーディングと
は，番組を視聴し，調査目的に応じて，あら
かじめ指標として定めた項目に従って分類し，
集計していく手法である。

コーディング作業は，テレビ番組を視聴して
内容を記録するため，調査には時間を要する。
今回は，番組メタデータの集計を委託したエ
ム・データ社にコーディング作業を依頼し，前
述のとおり，2回調査を実施した 6）。

2-4　調査項目

登場人物の分類方法については，海外のメ
ディアや前章でも紹介したGMMPが分析に使
用している指標などを参考にした。今回設定
した大きな分類は，8～9ページの表5に示し
たコーディングの指標のとおりである。なお，
性別や年層の分類は著名人については公表さ
れている情報をもとにし，一般市民については
テロップ表記やナレーションの情報を参考にし
た。それがない場合には映像や音声，文脈か
ら判断した。したがって一定の誤差は生じる。
このため，調査は細かい数字をみることよりも

大きな傾向をみることをねらいとしている。以
下，各分類のねらいや考え方について，さら
に詳しく説明する。

〇性別

性別は，「女性」「男性」「そのほか」「不明」
とした。「そのほか」は，女性・男性に当ては
まらない性自認の人を想定したものだが，その
ように性自認を公表している場合や番組内の言
及がなければわからない。このため，こうした
明確な情報がある場合に限って「そのほか」に
分類するルールにした。「不明」は，匿名・覆
面インタビューやソーシャルメディアでの発言の
引用などで，判断材料がない場合の分類とし
た。

〇年層

年齢は著名人では公表されている情報があ
り，そうでない市民の場合もテロップ情報で示
されていることも多いが，それがない場合は，
外見とナレーションなどの文脈から判断した。
判断が難しい例もあるため，大きな年層に分
け，高校生までの年層を「18歳以下」，大学
生や若い世代の社会人を「19～39歳 」，中高
年を「40～64歳」，高齢者を「65歳以上」に
分類した。

〇役割

発言した，あるいは発言が引用された登場
人物の中でも，ニュースにおける扱いには違い
がある。例えば街頭インタビューのような短い
発言で登場する人もいれば，専門家の解説のよ
うに，より時間をかけて話の内容が紹介される
人もいる。そこで，登場人物がニュースの中で
果たす役割にも注目して分類した。

表 4　調査概要

期間 2021年11月15日（月）～ 19日（金）
2022年1月17日（月）～ 21日（金）

対象局
対象番組

NHK『ニュースウオッチ9』，日本テレビ 
『news zero』，テレビ朝日『報道ステーショ
ン』，TBSテレビ『news23』，フジテレビ『Live 
Newsα』，テレビ東京『ワールドビジネスサ
テライト』のべ60本

対象登場人物 発言している（もしくは発言が引用されている）人
のべ2,294人

分析項目 性別，年層，役割，名前表記の有無，話題，
職業など
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登場人物の性別
女性

男性

そのほか 「男性」「女性」に当てはまらないなど

不明 匿名・覆面インタビューなどで性別不明の場合

登場人物の年層
18歳以下

19～39歳

40～64歳

65歳以上

不明 匿名・覆面インタビューなど

登場人物の役割　

番組レギュラー出演者

番組全体の進行役 番組全体の司会をするキャスター

番組専属のリポーター・アナウンサー その日のニュースなどを取材報告するリポーター・アナウンサー

ニュース解説者 専門的知見に基づいて解説するレギュラー（スポーツ・気象除く）

ニュースコメンテーター 幅広く意見や感想を述べるレギュラー

ニュースコーナー進行役 特定分野（例：経済）のニュースの進行を担当するキャスターなど

スポーツコーナー進行役 スポーツコーナーの司会をするキャスターやリポーター

スポーツ解説者 スポーツ選手やコーチ出身の解説者

気象解説者 気象の解説をする気象予報士

気象アナウンサー・リポーター 天気リポートや中継，天気予報の読み上げを行う人

ニュースの話題（個別の項目）の登場人物（番組レギュラーではない人）

取材・報告者 話題の取材・報告をする人，リポーター，インタビュアー

主人公・当事者・関係者 話題の当事者や中心人物，当事者の関係者（短くても人物や活動の紹介映像やコメントあり）

一言インタビューに応じる市民・第三者 当事者を含め，一言，感想や意見を話したり証言をしたりする人，話題の動きと直接関係がな
い第三者として登場する人，事件などの目撃者として証言をする人

解説者 話題の専門的な知見に基づき話をする人

そのほかの登場人物

登場人物の名前表記（※レギュラー出演者以外）

名前あり 実名・芸名の表記あり

名前なし 「◯◯店代表」「母親」「学生」など，名前の表記がない紹介の場合

匿名 匿名・覆面インタビュー

話題 

政治・行政・政策 政府・内閣・閣僚・官公庁の動き，国会・国会議員・政治家・政党の動き，地方政治家・地方議会・
地方自治体・地方公務員の動き，選挙・選挙関連，外交・安全保障，日本が関わる国際政治

経済・ビジネス 市場・景況，財界の動き，貿易・商取引，金融，IT情報通信，娯楽・観光・サービス業，物流・
流通，製造業，一次産業（農業・漁業・林業）

暮らし・福祉 暮らし，家庭，健康，福祉，介護，障害者，高齢者

気象・災害・環境 異常気象，気候変動，災害，被災地，被災者，復興，環境問題

科学・医療・IT技術 科学，保健医療，疾病，技術，IT技術

文化・芸能 芸術，文化，芸能

社会・事件 上記以外の社会事象・社会問題，事件

スポーツ スポーツの試合やイベントなど

国際 日本，日本人に直接関わりがない海外のニュース

そのほか

表 5　コーディング指標の分類概要



9MAY 2022

時事トピック（調査時期）

新型コロナウイルス関連（11月，1月）

原油価格高騰（11月）

気候変動・環境（11月）

トンガ沖海底火山大規模噴火（1月）

北京五輪（1月）

登場する人物の職業・肩書　（※レギュラー出演者以外）

皇族，王族，貴族 元皇族も含む

政治家 政府閣僚，首長，国会・地方議会議員，候補，政治家秘書，政党職員

公務員 国家・地方公務員，公共機関の職員・スタッフ，国公立大学職員，自衛官，警察官，消防士

司法分野の専門家 判事，検察官，書記官，弁護士

教員 公立私立小中高校・幼稚園教諭，学習塾教師，園長・学校長

学識者・研究者・専門家 大学教員，講師，研究職，科学者，アナリスト，学長・研究所長

技術者・ソフト開発者 IT・理工系分野の技術者・エンジニア

医師 医師，歯科医

医療保健分野の専門職 看護師，歯科技師，薬剤師，保健士など

福祉分野の専門職 保育士，介護士，保護司，児童福祉士，福祉事業職員

そのほかの専門職 上記以外で，資格が必要な職業（気象予報士含む）

メディア・マスコミ関係 ジャーナリスト，メディア企業・広告代理店などの従業員

財界人・企業経営者・役員 社長，企業役員，大手事業主，投資家，資産家，法人理事長など

企業管理職

雇員・従業員 会社・店舗・そのほか法人の従業員

非正規雇用 パート，アルバイト，日雇い，派遣

中小企業主　個人事業主 商店主，職人など

第1次産業従事者 農業・鉱業・漁業・林業などの従事者

性風俗産業従事者

宗教関係者 僧侶・神職・聖職者など，宗教団体関係者

市民・社会活動家 活動家，市民団体やそのメンバー，支援者，NGO職員

芸術家・芸能文化人 アーティスト，俳優，作家，歌手，タレント，映画製作者

スポーツ関係者 選手，アスリート，コーチ，各種競技団体・大会関係者

失業者・無職者

ホームレス 上記にない場合

年金生活者・高齢者 上記にない場合

主婦・主夫 上記にない場合

親・家族（成人の場合） 上記にない場合

学生・生徒・学童 上記にない場合

若者・子ども 上記にない場合

市民・住民・通行人 上記にない場合

そのほか 特定できないネットの声など

該当番組のテレビ局スタッフ キャスター，リポーター，記者，アナウンサー
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まず，番組に繰り返し出演するレギュラー出
演者とそれ以外の人に分けた。レギュラー出演
者は役割がほぼ決まっているが，それ以外の，
ニュース項目に登場する人物は，その日ごとに
取り上げる話題によって変わるためである。

レギュラー出演者については，原則として番
組のホームページに紹介がある出演者とし，メ
インキャスターを「番組全体の進行役」，一部
の項目でサブキャスターを務めたり，日替わり
で定期的に取材・報告に出かけたりするアナウ
ンサーやリポーターを「番組専属のリポーター・
アナウンサー」，定期的にニュースの解説で出
演する記者や番組専属の解説者を「ニュース解
説者」，気象に関する解説を担当する気象予報
士を「気象解説者」などに分類した。

レギュラーの出演者以外は，その日のニュース
項目の登場人物として分類し，現場リポートな
どをしている記者やアナウンサーは「取材・報
告者」に，ニュースの中心人物や動きの当事者，
当事者との関わりが紹介されている関係者は

「主人公・当事者・関係者」に，人物紹介などは
なく短い感想や意見を述べる人については「一
言インタビューに応じる市民・第三者」とした。
例えばワクチン接種についての市民の意見のよう
に，ニュースの当事者性があっても，いわゆる
街頭インタビューの場合はこちらに分類した。こ
の分類には，このほか事件現場の目撃者などが
含まれる。また，ニュース項目で取り上げた事
象の意味づけや分析をする専門家は「解説者」
とし，いずれにも該当しない場合を想定して，

「そのほかの登場人物」という分類を設けた。

〇名前の表記

テロップによる名前の表記の有無も1つの指
標とした。名前が出ないのは街頭などでの市

民の一言インタビューが多い。取材の時間が
限られ，インタビューを受ける側もあえて名前
を出したいとは思わないことが多い可能性が
あり，必ずしもその発言が軽んじられていると
いうことではない。とはいえ，ニュース項目の
中で発言が重みを持つ人物については，匿名・
覆面インタビュー以外は，通常，肩書とフル
ネームが表示される。その多くは政治家，企
業の幹部など社会的な地位にある人物である。
そうした点もふまえ，記録することにした。

〇話題

登場した人物がどのようなニュースの話題の
中で取り上げられているかという点も重要な指
標である。どのような分野で，女性・男性の声
が反映されているのかを知る手がかりとなるた
めである。分類は「政治・行政・政策」「経済・
ビジネス」「暮らし・福祉」「気象・災害・環境」

「科学・医療・IT技術」「文化・芸能」「社会・
事件」「スポーツ」「国際」などとした。

ニュースによっては，政治と経済，政治と医
療など，複数のジャンルにまたがっている場合
が少なくない。分類には，そのニュースの主題
と切り口，当事者の属性，それに画面上の小見
出しテロップ表示を参考にした。例えば，政治
家が新型コロナウイルスの影響で困窮する飲食
店などへの経済支援策について発言した場合は

「経済」ではなく「政治」に，飲食店主などが，
その支援策を評価する場合も政策についての発
言であるため，「政治」に，背景にある営業の
困難や収入の落ち込みについて証言する場合
は「経済」に分類した。また，海外ニュースに
ついては，日本や日本人に関わりがある場合は，
外交・安全保障関係であれば「政治」，国際競
技大会であれば「スポーツ」といった話題に分
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類し，日本や日本人に直接関わりがない場合は
すべて「国際」に分類することにした。

〇時事トピック

その時期の大きなニュースや，特に注目され
た事象などで，複数の話題にまたがるテーマも
あるため，これを時事トピックと位置づけ，個
別の話題とあわせて記録する指標とした。11
月は「新型コロナウイルス関連 」「原油価格高
騰」「気候変動・環境」，1月は「新型コロナウ
イルス関連」「トンガ沖海底火山大規模噴火」

「北京五輪」である。

〇職業・肩書

もう1つ重視したのは，登場人物の職業や
肩書である。例えば，新型コロナ関連で登場
した専門家には，男性の医師や大学教授が多
かったという印象があるが，その頻度を数える
ことで，より具体的に実態を把握できると考え
た。同じ新型コロナ関連の話題でも，2020年
の最初の感染拡大で休校措置が決まった際な
ど，子育てや教育，家庭に関するニュースでは，
子育てに関わる保護者は母親だけではないに
もかかわらず，女性の登場が増えるという印象
がある。こうしたテーマでの取材対象の偏りは
ないか，数字として可視化することは取材者の
視点や取材対象の選定について考える材料に
もなる。また，職業や肩書がある女性も，こう
した話題に登場することが多ければ，結果とし
てテレビの中では「母親」のイメージが前面に
出ているという可能性もある。女性が登場する
際の肩書はこうした点からも重要だと考えた。

1人の人間がいろいろな肩書を持っている
ケースはほかにもある。例えば，保健所の所
長は公務員であり，原則として医師である。そ

うした場合は，ニュースの中での立場，発言し
ている場面における肩書の表示を参考に分類
した。

2-5　調査結果

〇登場人物全体の性別割合

集計した登場人物は計2,294人で，女性はほ
ぼ 3割，男性およそ7割（男性1,575人，女性
661人，そのほか0人，不明58人 ）で，番組
メタデータ分析の結果より，さらに1割ほど女
性が少なかった（図6）。

〇年層別

年層では，女性・男性とも18歳以下が最も
少なかったが，女性は19～39歳が最も多く，
年層が上がるほど減少したのに対し，男性は
40～64歳が最も多かった（図7）。

番組メタデータ分析と同じように「若い女性
と中高年の男性」という構図といえる。特に40
～64歳の層，65歳以上の層で，女性は男性の

図 6　登場人物全体　性別割合

図 7　年層別　女性・男性の登場人物
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3分の1以下だった。総務省統計局の人口推計
によると65歳以上では女性が男性の1.3倍 7）と
多いが，今回の調査では，テレビに反映され
る高齢者の男女比は人口比と逆転していた。

また，18歳以下は女性・男性ともに少ない。
これは，若者の声がニュースにあまり反映され
ていないとも読み取れる。若者はテレビを見
ないともいうが，テレビのニュース番組には自
分たちに関わる内容が少ないと感じる可能性
があることを示唆している。また，サンプル数
が少ないとはいえ，18歳以下は男女差が少な
く，19歳以上になると男女差が生じてくる点に
も留意したい。学生時代までは男女の役割が
付加されていない，ある程度平等な環境だが，
社会に出ると，女性と男性の間に役割や地位
などで差が開いていく実態を反映しているよう
にうかがえる。

〇役割

番組にレギュラーとして出演している登場人
物の役割で，主なものを図8のグラフに示して
いるが，「番組全体の進行役」「番組専属のリ
ポーター・アナウンサー」「気象解説者」などは，

女性が男性より多かった。一方で，「ニュース解
説者」や「スポーツコーナー進行役」などは男
性が多かった。番組としてメインキャスターなど
に女性が抜擢されているものの，ニュースの意
味づけをする解説やコメンテーターでは依然，
男性が主流という傾向が示されている。

次に番組のレギュラー出演者以外の，日々
のニュースに登場する人々についての分析結果
を示す。

図9に示したように，レギュラー出演者を除く
と，女性の割合がさらに下がり，男性71.4％，
女性25.7％だった。

日々のニュースに登場する人々の役割の分析
では，記者やリポーターに該当する「取材・
報告者」は男性が女性の3倍，話題の中心人

図 8　役割別（レギュラー出演者）
女性・男性の登場人物

図 9　ニュースに登場する人物　性別割合

図 10　役割別（レギュラー出演者以外）
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物や動きの当事者，その重要な関係者として
登場する「主人公・当事者・関係者」では男性
が女性の4倍近くになった。一方，「一言インタ
ビューに応じる市民・第三者」は女性と男性の
差が小さかった。街頭取材などの場合は，対象
をできるだけ幅広く，バランスをとろうという意
識が働いていることがうかがえる（図10）。

〇 名前の表記

名前が表記される登場人物は男性が圧倒的
に多く，女性のほぼ4倍だった。もともと女性
の登場人物が少ないだけでなく，女性は，肩
書を持った，いわば権威のある立場や，ニュー
スとなる動きの当事者として取材されることが
少ないことを示唆している（図11）。

〇話題

登場人物にひもづくニュースの話題の分類で
は「政治・行政・政策」「科学・医療・IT技術」

「国際」「スポーツ」で特に男性が多く，女性の
3倍以上だった。「経済・ビジネス」でも男性が
女性の2倍以上と多かった。女性の登場人物
が男性を上回った話題はなく，同数に近かっ
たのは「暮らし・福祉」だけだった（図12）。

〇時事トピック　
調査期間中，時事的なトピックで登場人物が

多かったのは，「新型コロナウイルス関連」で，
男性が女性の2.5倍だった。コロナ禍では，女
性がより深刻な影響を受けた解雇や収入減の問
題，家事や育児負担増などの問題があった 8）。
今回の調査では期間が限られているものの，そ
うした女性の現実やその声は十分に反映されて
いたのか，疑問を覚える数字であった。一方，
数は少ないが，「北京五輪」は女性と男性の差
が小さかった。日頃のニュースの話題で取り上
げられる「スポーツ」と比較してみても，女性選
手の活躍やその期待が大きかったことを示唆し

図 11　名前表記　女性・男性の登場人物
（レギュラー出演者以外）

図 13　時事的な話題　女性・男性の登場人物

図 12　話題別　女性・男性の登場人物
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ている。そのほか，「トンガ沖海底火山大規模
噴火」「原油価格高騰」「気候変動・環境 」に
ついては，いずれも男性が多かった（図13）。

〇職業・肩書

職業・肩書別の分類を図14に示した。件数
が少なかったものは除いている。最も多かった
のは政治家で，女性と男性の差も大きく，男性
は女性の約5倍だった。そのほかの職業・肩
書でもほとんどは男性が多かった。

個別にみていくと，「公務員 」「学識者・研
究者・専門家」「医師」は大半が男性で，特に 

「医師」は男性60人，女性1人だった。「新型
コロナウイルス関連」の話題での登場が多かっ
たが，ここまで女性の医師が少ないことは数
えてみなければわからなかった。その一方で，
看護師や保健師といった医療保健分野や，福
祉分野の専門職では，女性と男性が同数か，
女性が男性より若干多くなった。
「メディア・マスコミ関係」も男性が多い。ま

た，「財界人」「企業管理職」「中小企業主」な
ど，組織を代表して発言しているのは男性が圧
倒的に多かった。その一方で，「雇員・従業員」

では男性と女性の差が小さくなっている。
「芸術家・芸能文化人」や「スポーツ関係者」

も男性が多く，「スポーツ関係者」は男性が女
性の3倍であった。プロスポーツのニュースが
多く，野球，サッカー，大相撲が中心になっ
ていることが数字に表れているとみられる。女
性が登場していたのは，テニスやオリンピック
関係などだった。

特定の肩書を持たない「年金生活者・高齢
者」に分類した人物にも男性が多かった。年層
別の項でも述べたが，人口推計では65歳以上
に占める女性は，男性の1.3倍だ。この乖離の
背景には何があるのか，さらに探る必要があ
る。

一方，「親・家族 」は女性が男性の2倍以上
だった。家族への言及があったり，家庭に関
わったりするニュースでは女性を取材する傾向
にあることを示唆している。

2-6　調査の課題

この章の締めくくりに，コーディング調査の
課題をまとめたい。ここまでの記述でも触れた
が，視聴して外見から判断せざるをえない場合

図 14　職業・肩書別　女性・男性の登場人物（レギュラー出演者以外）
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計上できないという限界がある。海外では取材
の際に聞き取ったり，事後に調査票を送ったり
し，取材相手に確認する試みも行われている
が，研究者の立場では難しく，当面は結果報
告を行う際に留意点として説明をする一方，長
期的な課題として検討をしていきたい。

またニュースは，1つの項目が政治と経済，
政治と外交，行政と医療，医療と福祉など，
複数の話題に関わるものが少なくない。時事ト
ピックを設定しているが，それだけでは登場人
物にひもづく話題を捕捉しきれず，また，記録
者の主観による誤差も生じやすいため，1つの
ニュース項目に対して，例えば「政治」「経済」
など複数の分類指標を付与する方法も検討課
題である。

さらに，今回は発言した人を一律に1人と数
えたが，例えば10秒の短い一言と，1分を超
える話，特集として取り上げるようなロング・イ
ンタビューでは，ニュースにおける重みや位置
づけが違う。海外では，発言の長さを測って
いる調査もあり，その人物が登場したニュース
項目の順番などとあわせ，発言の重要度などを
より丁寧に評価する方法も検討が必要である。

このほか，スタジオレギュラーの出演者や専
属リポーターについては，女性と男性で装いな
ど演出面にも違いが見受けられる。今回は数
が少ないため，結果報告には含めなかったが，
スタジオ出演者の服装は男性が暗い色のフォー
マルなスーツ姿が多く，女性は明るい色のカ
ジュアルな装いが多い傾向にあった。女性と
男性の役割やイメージに関わる固定観念を表し
ている可能性もあり，これも今後の調査の検
討課題の1つである。

3. 視聴者アンケート調査

3-1　ねらい

テレビのジェンダーバランスを考えるにあたっ
ては，テレビ番組の内容を可視化するだけでな
く，視聴者の見方についても知る必要がある。
まず探りたいと考えたのは，テレビの女性や男
性，多様な性の取り上げ方を視聴者はどう受
け止めているのか，偏りなどがあると感じてい
るのか，感じているとすればそれを問題だと考
えているのか，また，それは視聴行動に影響
しているのか，といった点である。その最初の
試みとして行ったのが今回報告するWEBアン
ケート調査である。

3-2　調査概要

調査は2021年11月，インターネット調査会
社に登録している全国の18 ～ 69歳を対象に
行った 9）。各年代の見方を知ることを目的にし，
総務省統計局の人口推計に沿ったサンプル構
成とはせず，年代ごとにほぼ同数の回答者を
確保することにした。若い世代の声も聞きたい
と考え，2022年 4月からは成人となる18～19
歳を含めた。ただし年齢幅が狭いため，ほか
の世代の半数弱とした。性別については，「女
性 」「男性 」に当てはまらない性自認の人がい
ることを念頭に，無回答とあわせて4 択にし
た。また，テレビについてのアンケートである
ため，テレビをまったく見ない人は対象外とし
た。表6に概要をまとめた。

アンケートでは，性役割や多様な性のあり
方などについて，普段から気になることがある
かを聞いたうえで，テレビの取り上げ方で違和
感を抱いたことがあるかを聞いた。日常の問
題意識と重なるところがあるか，大きな傾向
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をつかむためである。質問作成にあたっては，
できるだけ実際の視聴経験に基づいて回答を
選び，記述してもらえるような表現を心がけた。
次節では調査結果を5つの項に分けて報告す

（１）日常の問題意識

図15 普段から女性や男性の性役割や，多様な性のあり方についての発言や考え方が気になったり，違和感を抱いたりすることは
あるか

図16 それはどのような時に感じるか
（２）テレビの女性や男性の取り上げ方

図17 テレビに登場する女性や男性の取り上げ方や描き方，その違いなどに違和感や疑問，不快感などを抱いたりすることはあるか
図18 テレビに登場する女性や男性の取り上げ方や描き方，その違いなどに違和感などを抱いた番組ジャンル　
図19 同上（性自認別・年代別）
図20 テレビに登場する女性や男性の取り上げ方などについて問題だと感じたことがある内容

図21・表8 テレビに登場する女性や男性の取り上げ方や描き方，その違いなどに違和感などを抱いた理由や番組の内容（自由記述回答）
図22 テレビの女性，男性の取り上げ方などの問題には何が影響しているか
図23 テレビの女性や男性の取り上げ方や描き方は，その番組の次回や続編を見るか見ないかに影響したことがあるか

（３）テレビの多様な性の取り上げ方
図24 テレビの多様な性の取り上げ方，描き方に違和感や疑問，不快感を抱いたことはあるか
図25 テレビの多様な性の取り上げ方，描き方に違和感などを抱いた番組ジャンル
図26 テレビの多様な性の取り上げ方，描き方についての考え
表9 テレビの多様な性の取り上げ方，描き方に違和感などを抱いた理由や番組の内容（自由記述回答）
図27 多様な性のあり方について見聞きすることが多いメディア，情報を参考にすることが多いメディア

（４）テレビの社会的影響
図28 テレビの女性や男性，性役割，多様な性の取り上げ方や描き方は人々の考え方に影響しているか
図29 テレビの社会的影響の内容

（５）視聴者の声の受け止め方，テレビの視聴頻度
図30 テレビ局が視聴者の声を受け止めるために効果的だと思う方法
図31 テレビの視聴頻度
図32 1日あたりのテレビ視聴時間

表 7　アンケート調査 主な質問項目

るが，各項に該当する，本調査での主な質問
項目と図表番号を表7に示す。

調査は前述のようにインターネット調査会社
に登録している人を対象にしているため，国民

調査時期 2021年11月16日（火）～ 19日（金）

調査方法 インターネット調査・30問

調査対象 全国の18～69歳 　テレビをまったく見ない人以外　
＊対象外：本人あるいは同居家族がマスコミ・広告・調査事業に従事

有効回答 1,164人

回答者
内訳 　

表 6　WEB アンケート調査の概要 

18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 計

女性 42 99 101 105 113 110 570
男性 45 103 110 107 107 107 579

「女性」「男性」に当てはまらない 1 5 2 1 0 0 9
無回答 2 3 0 1 0 0 6
計 90 210 213 214 220 217 1,164



17MAY 2022

の声を代表する世論調査とは違う。調査結果
は細かい数字をみることよりも大きな傾向を知
る手がかりとしてみていただきたい。

性自認別では「『女性 』『男性 』に当てはま
らない」「無回答」とした回答者は数が少ない
ため，すべてのグラフには含めておらず，また，
含めている場合も母数が少ないこと，そのた
めに年代別には分けていないことなどをふまえ
ていただきたい。

3-3　調査結果

（１）日常の問題意識

普段から女性や男性の性役割や，多様な性
のあり方についての発言や考え方に違和感を
抱いたりすることが「よくある」「ときどきある」
とした人は10 ～ 30 代に多く，中でも男性より
も女性に多かった（図15）。
「よくある」「ときどきある」と答えた人に，

どのような時に感じるかを複数回答で尋ねた

ところ，「メディアの発信内容に」「政治家の
発言など政治に関わることで」が最も多かった

（図16）。

（２）テレビの女性や男性の取り上げ方

テレビの女性や男性の取り上げ方や描き方
に違和感などを抱いたりすることが「よくある」 

「ときどきある」とした人も，性自認別・年代別
ではやはり10 ～ 30 代に多く，その中でもやは
り男性より女性に多かった（18ページ，図17）。

○違和感などを抱いた番組ジャンル

違和感などを抱いたりすることが「よくある」
「ときどきある」と答えた人に，その番組ジャン
ルを尋ねた。その結果，多かったのは「ニュー
ス・報道」「バラエティー・お笑い・芸能」「生
活情報・ワイドショー」で，番組メタデータ分
析の結果で出演者の男女比の偏りが大きかっ
た番組ジャンルと重なった（18ページ，図18）。

これを性自認別・年代別にみると，「ニュー
ス・報道」は若い年代のほうが多く，「生活情

図16　それはどのような時か
（図15の質問で「よくある」「ときどきある」とした人，複数回答）

図 15　普段から女性や男性の性役割や，
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報・ワイドショー」は年代が高いほうが多い傾
向がうかがえた（図19）。

ただ，違和感を抱くことが多い番組ジャンル
は，普段から視聴していることが多い番組ジャ
ンルである可能性もある。

図 17　テレビの女性や男性の取り上げ方に
違和感などを抱いたことはあるか

図19　性自認別・年代別　テレビの女性や男性の
取り上げ方で違和感などを抱いた番組ジャンル

（図17の質問で「よくある」「ときどきある」とした人，複数回答）

図18　テレビの女性や男性の取り上げ方で
違和感などを抱いた番組ジャンル

（図17の質問で「よくある」「ときどきある」とした人，複数回答）
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○違和感などを抱いた内容

では，違和感などを抱いたのはどのような
内容か。これまでにも問題として指摘されてき
た事柄などを選択肢に，複数回答で選んでも
らった。最も多かったのは「問題だと感じる
ことはない」で男性は40％を超え，女性でも
30％近くを占めた。一方，問題を挙げた項目
ではほとんど女性のほうが多かった。このう

ち「メインのキャスターや司会は男性，女性は
アシスタント」（28％），「女性は身体の露出が
多い装いや性的な描写，演出や言及が目立つ」

（27%），「女性には『優しい』『美しい』，男性
には『強い』『頼りになる』などといった表現を
使うことが多い」（25%），「識者や社会的地位
のある人には男性が多い」（24%）の4 項目を
選んだ回答者は，女性では，ほぼ4人に1人
にのぼった（図20）。

○テレビの女性や男性の取り上げ方に違和感

　などを抱いた理由や番組の内容　

　（自由記述回答）

テレビの女性や男性の取り上げ方について，
さらに自由記述の回答を寄せた人は全体のお
よそ3分の1にのぼった。内容で分類すると，
このうちおよそ2人に1人（54％）が

△

女性・男
性「だから」「らしく」「あるべき」「～で当然 」
といった性役割の固定観念の押しつけ，

△

差
別的・侮蔑的な扱いや表現，

△

女性の身体の
露出や強調，

△

性別で違う形容表現，などに
疑問などを抱き，ジェンダーバランスや多様性
への配慮を望む記述だった。一方，意識しす
ぎ，過剰に反応している，問題ない，という
内容の記述も9%あった（図21）。

図20　テレビの女性や男性の取り上げ方で
 問題を感じた内容（複数回答）

問題だと感じることはない

イラストなどで医師や科学者は
男性，家事育児をするのは
女性といった偏りが目立つ

イラストやグラフで女性は赤，ピンクなど
暖色系で男性は青や寒色系とするなど，
決まった色分けや描き方が多い

女性は身体の露出が多い装いや
胸や足を強調するなど性的な描写，
演出や言及が目立つ

男性の服装はフォーマルなのに，
女性はカジュアルな服装の
場合が多い

女性は「女子～」「女性～」と
紹介したり，苗字ではなく名前で
呼んだりするなど，男性と扱いが違う

女性には「優しい」「美しい」「母親のような」
といった表現，男性には「強い」「頼りになる」
「男らしい」といった表現を使うことが多い

男性が解説し，
女性が聞き役となる場面が多い

メインのキャスターや司会は男性，
女性はアシスタントという
番組が多い

識者や社会的地位のある人には
男性が多く，女性は専門職や
補助的役割が多い

ニュース・報道やスポーツでは
男性が多く，暮らしや家庭などの
ジャンルは女性が多い

女性は男性に比べて中高年層が
少なく，若い年齢層の人が多い 男性

女性16%
12

14

16

14
18

17

16

10
10

27
17

18

23

29
42

12

14

20

24

28
22

25

20

（n=1,149）

図 21　自由記述回答の分類

どちらでもない，わからない
意識しすぎ，過剰反応
性役割固定観念の押し付け，侮蔑的な扱いや表現，女性の身体の露出や強調などに疑問

どちらでもない，
わからない

意識しすぎ，
過剰反応，
問題ない

性役割固定観念の
押しつけ，
侮蔑的な扱いや表現，
女性の身体の露出や
強調，
性別で違う形容表現，
などに疑問

54%

9

37

（n=365）
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表8に問題を指摘する自由記述回答の抜粋
を示す。

○テレビの女性や男性の取り上げ方の

　問題には何が影響しているか

テレビの女性や男性の取り上げ方に，何が影
響していると視聴者は考えるのか。「問題だと
感じることはない」とした人以外の回答者に，
問題の背景として何が影響しているかについて
複数回答から選択する形式で聞いた。「社会の

実態を反映している」が最も多く，続いて「あ
るべき性役割など，社会の価値観を反映して
いる」「取材・制作者の価値観を反映している」
を選んだ人が40％前後にのぼった（図22）。

○視聴動向への影響

このような女性や男性の取り上げ方や，その
違いに対する違和感などは，視聴動向には影
響しているのだろうか。「テレビの女性や男性の
取り上げ方や描き方は，その番組の次回や続

表 8　テレビの女性や男性の取り上げ方に違和感などを抱いた理由や番組内容（自由記述回答　一部抜粋）

性役割の固定観念や誤った認識などの助長

女性10 代 女性が少し豪快な面を見せると引いたリアクションを取ったりすること

男性10 代 “男のくせに情けない” “男なんだから” とか“男らしく”とか“男気”などの発言

男性10 代 いろんな芸能人をゲストにむかえてするトーク番組で｢男はこういう生き物だから｣などといった発言があり皆が
そうではないと不快感を覚えた

女性 20 代 男はこうあるべき，女はこうあるべきと押し付けるようなセリフ回し

女性 20 代 イクメンについて取り上げてイクメンはえらいという扱い方をしていたこと。育児をしている男性がえらいのでは
なく夫婦で共に育児をすることが当然な世の中になれていないだけだと感じた

「女性」「男性」に
あてはまらない

20代

バラエティ，時には社会問題やニュースも取り扱う番組でも“男性脳”“女性脳”という単語が出てくるし「男性
は解決を求め，女性は共感を求める」「男女は違う生き物」との言説も散見される。個人差を無視し，ジェンダー
ステレオタイプを強化するばかりか，男性にも女性にも属さない性自認を持つ人の存在も無視している。「バラ
エティに目くじらを立てるな」「親が教育しろ」との反論もあるが，無批判に受け入れる人も多く存在する。作り
手にも“製造責任”はあるのではないか

女性30 代 食べ物の紹介の際に「女性は絶対好きです」等の表現，ステレオタイプ

女性30 代 女がこうするのが当然とか，母親としてこどもにこうして当然みたいな発言。政治家とかコメンテーターに多い

男性30 代 男性が仕事をして女性が家事をするのが当然のような描かれ方

差別的・侮蔑的な扱いや表現，女性の身体的特徴などの偏重

男性 20 代 容姿を笑いに変えること

女性 20 代 ワイドショーの番組でコメンテーターが女だから大人しくしときなさいと発言

女性30 代 若い女性がサポート役や気付きを得る・教えを受ける無知ポジションとしてメインの男性に添えられているのを
見ると微妙な気分になることが多い

女性30 代 男尊女卑みたいな描き方をされてるニュースは多く見受けられる

男性30 代 女性芸人が男性芸人に体を無理矢理触られて笑われていたのを見て女性を蔑んでいるような気がして不快感を
感じた

女性50 代 バラエティ番組で女性の芸人に対して容姿が美しくなければ人間として価値がないかのような扱いをする

女性と男性で異なる形容表現など

女性30 代 女子アナを強調するところ

女性40 代 「女医」「女性弁護士」というふうに男性が基本の職業といった表現

女性60 代
スポーツで「ママさんバレー」や「ママさんランナー」など子育て中の女性アスリートを形容し，頑張っている女
性代表のような取り上げ方をするが，決して「パパさんバレー」や「パパさんランナー」とは言わない。以前から
非常に不愉快になる言い方。子供のいない女性に対しても失礼
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したことがある」「やや影響したことがある」を
あわせた割合は，10代女性で29％，10代男
性で33％，20代は女性・男性ともに35％，30
代女性でも30％を超え，一定の割合を占めて
いる（図23）。

（３）テレビの多様な性の取り上げ方

多様な性のあり方（自分の性別をどう認識す
るかという性自認や，どの性別の人を好きにな
るかという性的指向，どのような服装や振る舞
いなどをするかという性表現など）についての
テレビでの取り上げ方や描き方に違和感などを
抱くことが「よくある」「ときどきある」とした人
を性自認別・年代別にみると，「『女性 』『男性 』
に当てはまらない」人では78％（9人中7人）と
高く，次に20 代の女性（36％）と男性（35％）
と続いた。50 代と60 代の男性，それに性別

「無回答」の人でも30％を超えた（6人中2人）
（22ページ，図24）。

○違和感などを抱いた番組ジャンル

多様な性の取り上げ方で違和感などを抱い
たことが「よくある」「ときどきある」とした人
に，その番組ジャンルについて尋ねたところ，

「ニュース・報道」「バラエティー・お笑い・芸
能」「生活情報・ワイドショー」が多かった。こ
れは（2）の図18で示した「女性や男性の取り
上げ方で違和感などを抱いた」人が多かった
番組ジャンルと重なった（22ページ，図25）。

○多様な性の取り上げ方や描き方についての考え

違和感などを抱いた内容や，どのような取り
上げ方が望ましいかという問いでは，「『女性 』

『男性 』に当てはまらない」「無回答」の人で
「普段からもっと配慮した番組づくり」「ステレ

編の視聴に影響したことがあるか」という問い
に対しては，女性，男性いずれも「ほとんど影
響したことがない」「まったく影響したことがな
い」が過半数を占めた。一方で，「大いに影響

図 23　テレビの女性や男性の取り上げ方や描き方は，
その番組の次回や続編の視聴に影響したことがあるか

図22　テレビの女性や男性の取り上げ方の問題には
何が影響しているか

（図20の質問で「問題だと感じることはない」
とした人を除く，複数回答 3つまで）

面白く，わかりやすくするために
誇張や単純化をしている

視聴者が見たいもの，
求めるものを反映している

取材・制作者の男女比の
偏りを反映している

取材・制作者の価値観を
反映している

あるべき性役割など，
社会の価値観を反映している

社会の実態を反映している 48%

44

37

28

21

26

（n=756）

まったく影響した
ことがない

ほとんど影響した
ことがない

やや影響した
ことがある

大いに影響した
ことがある

0 29 62 10

4 29 40 27

8 27 46 19

5 30 42 23

4 27 55 15

3 16 48 33

4 17 62 17

1 19 51 30

1 20 70 10

4 21 55 21

3 26 57 14

3 21 56 21男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

18～19歳

まったく
影響した
ことがない

ほとんど
影響した
ことがない

やや
影響した
ことがある

大いに
影響した
ことがある

0

1

1

（n=1,149）
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オタイプや固定観念を助長しない取り上げ方」
が多い一方で，「あまり取り上げないでほしい」
を選んだ回答者もいた。ただし「今のままでよ

い」を選んだ人はいなかった。女性・男性を
含め全体として選んだ回答者数が多かったの
は「もっと自然なかたちで取り入れてほしい」
というものだった（図26）。

○多様な性の取り上げ方について

 （自由記述回答）

さらに，テレビの多様な性の取り上げ方につ
いて自由記述で回答してもらった。記述には，
固定観念の見直しを促す意見や，侮蔑的な扱
いを指摘する意見がある一方で，特別視を懸
念する声もあり，多様な現実を画一的なステレ
オタイプとせずに取り上げたり，描いたりする
ことの難しさを示唆した。表9に回答の一部抜
粋を示す。

図 26　多様な性の取り上げ方についての考え
（複数回答）

図 25　テレビの多様な性の取り上げ方に
違和感などを抱いた番組ジャンル

（図24の質問で「よくある」「ときどきある」とした人，複数回答）

図24　テレビの多様な性の取り上げ方に
違和感などを抱いたことはあるか

5 24 55 17

2 24 51 22

7 29 47 17

6 29 45 20

4 21 62 13

4 23 55 19

2 17 64 17

3 17 64 17

0 20 70 11

7 26 55 12

4 26 65 6

4 27 57 12

44 33 22 0

0 33 50 17

男性

女性

無回答

「女性」「男性」に
当てはまらない

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

18～19歳

まったくないあまりないときどきあるよくある

0

0

0

（n=1,164）

特定の番組に限らない

子ども向け

趣味・教育

ドキュメンタリー・教養

アニメ

音楽

ドラマ

バラエティー・お笑い・芸能

生活情報・ワイドショー

スポーツ

ニュース・報道44%

43

43

18

10

4

6

12

5

4

13特定の番組に限らない

子ども向け

趣味・教育

ドキュメンタリー・
教養

アニメ

音楽

ドラマ

バラエティー・
お笑い・芸能

生活情報・ワイドショー

スポーツ

ニュース・報道
（n=322）

14%
13

17

17

16
10

26
32

33
22

0
0

14

11
9

33

33

33

24
24

43

44

67

67

性別無回答

「女性」「男性」に当てはまらない

男性

女性

あまり取り上げないで
ほしい

今のままでよい

取り上げる機会を
増やしてほしい

ステレオタイプや
固定観念を助長しない

取り上げ方を
してほしい

もっと自然なかたちで
出演者や登場人物として

取り入れてほしい

普段からもっと多様な
性のあり方について

配慮した番組づくりを
してほしい

男性

女性

無回答

「女性」「男性」
に当てはまらない

（n=1,164）

※「『女性 』『男性 』に当てはまらない」は9人中，「無回答」は6人中の割合
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差別的・侮蔑的な扱いを感じている

女性30 代 さまざまな性のあり方を興味本位だけで面白おかしく取り扱い過ぎてる
女性30 代 LGBTQが可哀想なものとして取り上げているような印象を与えている
男性30 代 理解を深めるというより，晒し者のようになっていることがある
男性40 代 多様性を訴えながら蔑む表現をしている
男性60 代 最近は少なくなったが，依然，笑いに結び付ける傾向にはうんざりする

固定観念の見直しを促す

男性 20 代 LGBTQを「変わった人，変な人」のように扱わないでほしい
男性 20 代 男性がメイクをすることに驚く人が放送されている
男性30 代 恋愛対象のことを「異性」と表現する内容に違和感を覚えた。恋愛対象が異性であるとは限らない

特別視に疑問

無回答10 代 そもそも受け入れる受け入れないを話してる時点で“普通ではない”括りになっている
無回答20 代 性別ではなく個人を見れば差別はなくなると思う

「女性」「男性」に
当てはまらない30代

 LGBTQの人がそうでない人と同じように，当たり前に存在するという認識になれば，わざわざ大きな話題
として取り上げなくていいと思う

無回答 40 代 色々な人がいるのは当たり前で，わざわざ取り上げる必要性を感じない
多様で複雑な現実への配慮を促す

男性10 代
 LGBTQの方々の中でも考え方や感じ方はそれぞれ異なっていると思うので，もっといろんな人たちに取材
したり，発言をしたりして欲しい

女性 20 代 やけにドラマなどでLGBTQなどをモチーフにし始めていて，本当の大変さや苦しさを持って生きている方
への侮辱に感じられる

「女性」「男性」に
当てはまらない20代

特に子供向け番組で，化け物扱いや異端者としてではなく，また属性ばかりが過度に強調されることなく，
多くの人と同じように日々生活し，多面性を持った人間として描かれた登場人物をさりげなく出してほしい。
性的マイノリティは接する機会が少なく，出会った人がその属性の代表となりがちで，様々な人がいるとい
う当たり前のことすら分かってもらいにくい

男性40 代  LGBTの活動家などのニュースではLGBTの人がみんな同じことを訴えている感じだがそうでもない

表 9　テレビの多様な性の取り上げ方について（自由記述回答　一部抜粋）

○多様な性のあり方について見聞きするメディア

回答者が，多様な性に関する情報について
見聞きすることや参考にすることが多いメディア
を図27に示した。どの世代でも「テレビ番組」
とした人が多かったが，年代別には「雑誌記
事」「ニュースのまとめサイトのオンライン記事」

「ソーシャルメディアへの投稿」を参考にしてい
るのは若い世代のほうが多く，「新聞記事」は
中高年層に多い傾向にあった。

（４）テレビの社会的影響

女性や男性，性役割，多様な性のあり方の，
テレビ番組での取り上げ方や描き方が，人々

図 27　多様な性のあり方について見聞きすることや
参考にすることが多いメディア（複数回答）

51%

5

5

12

19

37

10

そうした情報は特に
見聞きしていない

ソーシャルメディアへの
投稿

ニュースのまとめサイト
のオンライン記事

雑誌記事

新聞記事

ラジオ番組

テレビ番組

（n=1,164）



24 MAY 2022

の考え方に影響していると思うかという問いに
は「大いに影響している」と「やや影響してい
る」が10 代男性で49％だったほかはすべての
世代・性自認で50％を超えた。「まったく影響
していない」が多かったのは30 代男性（21％）
と10 代男性（16％）だった。ただし，テレビを
まったく見ない人は調査の対象に入っていない
ので，全体に高めの割合になっている可能性
が強い（図28）。
「大いに」「やや」影響しているとした人にそ

の内容について聞いたのが図29である。多
かった意見をみると，テレビが「多様な人々が
おかれている社会の現実」を伝え，「多様な可
能性を示す」役割を果たす一方で，「多様な可
能性を閉ざすようなステレオタイプを示す」「多

図28　テレビの女性や男性，性役割，
多様な性の取り上げ方や描き方は
人々の考え方に影響しているか

図29　テレビの社会的影響の内容
（複数回答 3つまで）

（図28の質問で「大いに」「やや」影響していると回答した人）

まったく影響していない

あまり影響していない

やや影響している

大いに影響している

無回答

「女性」「男性」に当てはまらない

男性

60-69 歳女性

男性

50-59 歳女性

男性

40-49 歳女性

男性

30-39 歳女性

男性

20-29 歳女性

男性

18-19 歳女性

全回答者11 45 35 9

19 50 26 5

11 38 36 16

16 44 28 11

11 47 34 9

10 46 40 5

12 42 26 21

11 46 37 7

8 43 36 13

7 46 38 9

11 43 38 8

10 54 36 1

13 44 38 5

22 44 22 11

17 67 17 0

男性

女性

無回答

全回答者

「女性」「男性」に
当てはまらない

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

18～19歳

まったく
影響して
いない

あまり
影響して
いない

やや
影響して
いる

大いに
影響して
いる

0

1

（n=1,164）

25%
29

55
47

36
28
33

23

20

29
28

20

50

50
40

11
15

0
0

17

67
80

17
20

男性

女性

無回答

「女性」「男性」
に当てはまらない

当てはまるものはない

多様性を排する固定観念，
無意識の偏見や差別を

助長している

多様な可能性を
閉ざすような

ステレオタイプを
示している

多様なモデルや多様な
可能性を示してくれる

多様な人々がおかれている
社会の現実について

知る機会になっている

多様な人々への
配慮を促している

（n=658）

※「『女性 』『男性 』に当てはまらない」は6人中，「無回答」は5人中の割合

様性を排する固定観念，無意識の偏見，差別
を助長している」という問題もあることを示して
いる。

（５）視聴者の声の受け止め方，

　   テレビの視聴頻度

○視聴者の声を受け止める方法

では，テレビ局が，女性や男性，多様な性
の取り上げ方について視聴者の意見を聞くに
はどのような方法が効果的なのか。自由記述
の回答を図30に示した。多かったのは「アン
ケート調査 」「SNS（ソーシャルメディア）の活
用」だった。
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○回答者のテレビ視聴頻度

最後に，回答者のテレビの視聴頻度を図31

に示す。毎日のように見ている人が10 代でも
50％を超え，年代が上がるほど増えた（全回
答者平均は73％）。また，図32に示したよう
に1日あたりの視聴時間は全回答者の平均では

「2 ～ 3時間ぐらい」が最も多かった。「4時間
以上」「2～3時間ぐらい」をあわせた割合はど
の世代でも男性より女性が多く，10～20 代の
若い世代でも40%を超えた。視聴方法は聞い
ていないが，録画再生や動画配信でのテレビ
番組視聴が含まれている可能性もある。テレビ
をまったく見ない人は調査対象にしていないた
め，これらの数字も，全般に高めになっている
可能性が強いことに留意したい。

4. まとめ

テレビのジェンダーバランスに関する，番組
メタデータ分析，ニュース番組のコーディング分

図 30　自由記述回答から分類
テレビ局が視聴者の声を受け止めるために

効果的だと思う方法

図31　テレビの視聴頻度

図32　1日あたりのテレビ視聴時間

メール

社会的弱者，
少数派に意見を聞く

双方向対話

業界，テレビ局，
テレビ番組の
ホームページ

番組の中で
聞く・話し合う

dボタンの活用

SNSの活用

アンケート調査 119人

103

35

33

31

18

10

5

ほとんど見ない

月に1回ぐらい

週に1～2回ぐらい

週に3～4回ぐらい

毎日のように

無回答

「女性」「男性」に当てはまらない

男性

60-69 歳女性

男性

50-59 歳女性

男性

40-49 歳女性

男性

30-39 歳女性

男性

20-29 歳女性

男性

18-19 歳女性

全回答者73 11 8 2 7

57 12 10 12 10

56 13 20 2 9

64 16 10 5 5

54 15 14 4 14

67 11 8 4 10

63 19 10 3 6

78 9 5 1 8

73 8 7 1 11

86 7 2 1 4

79 8 5 2 6

88 7 4 0 1

88 5 5 0 3

44 0 33 0 22

67 0 0 17 17

男性

女性

無回答

全回答者

「女性」「男性」に
当てはまらない

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

18～19歳

月に1回
ぐらい

ほとんど
見ない

週に1～2回
ぐらい

週に3～4回
ぐらい

毎日のように

00

00

0

0

1

1

1

1

（n=1,164）

10分未満

10～15分ぐらい

30分ぐらい

1時間ぐらい

2～3時間ぐらい

4時間以上

無回答

「女性」「男性」に当てはまらない

男性

60-69 歳女性

男性

50-59 歳女性

男性

40-49 歳女性

男性

30-39 歳女性

男性

20-29 歳女性

男性

18-19 歳女性

全回答者21% 42 21 8 3 6

12 31 36 14 0 7

9 31 24 20 9 7

16 44 21 10 3 5

13 28 26 14 6 14

26 40 15 10 3 7

11 43 33 6 6 2

22 44 20 6 2 7

17 42 22 8 3 9

27 49 17 4 1 3

14 50 21 7 4 6

41 41 16 1 1 0

29 46 15 6 3 2

11 33 22 11 0 22

33 0 33 0 17 17

男性

女性

無回答

全回答者

「女性」「男性」に
当てはまらない

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

18～19歳

30分
ぐらい

10分
未満

10～15分
ぐらい

1時間ぐらい

2～3時間
ぐらい

4時間
以上

1

1
0

0

1

00

0

（n=1,164）
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析，それに視聴者のアンケート調査の結果の
主な内容を改めて以下にまとめる。

テレビ番組全般

•登場する人物は男性が多く，女性のおよそ1.5
倍だった。年代では中高年層が多かった。こ
れは男性30 ～ 50代が中心になっているため
で，女性は20代が最も多く，年代が上がる
ほど少なかった。テレビの出演者は「中高年
の男性と若い女性」という，これまでにも指
摘されてきた構図が明確になった。

•職業分野別にみると，男性は「お笑い」が最
も多く，女性は「アナウンサー・キャスター・
リポーター」が最も多かった。

•番組ジャンル別にみると，「バラエティー」「情
報・ワイドショー」「ニュース・報道」で特に男
女の数の偏りが大きかった。

ニュース番組

•レギュラー出演者も含めた登場人物全体を年
層別にみると，最も多かったのは40～64歳
の中高年の男性だった。女性は19～39歳が
一番多く，年層が上がるほど登場人物の数
が減るという傾向はニュース以外の番組と一
致した。

•登場人物の職業・肩書では，「政治家」と「ス
ポーツ関係者」で特に男性の数が多かったほ
か，「医師」は男性60人に対して女性1人とい
う大きな偏りがあった。

•レギュラー出演者の役割では，「番組全体の
進行役」「番組専属のリポーター・アナウン
サー」では女性が多かったが，ニュースの解
説をする役割の「ニュース解説者」は男性が
多くを占めていた。

•レギュラー出演者以外で発言があった，もし
くは発言が引用された登場人物では男性が女

性の2倍以上，このうち，話題の中心人物な
どにあたる「主人公・当事者・関係者」では
男性が女性の3倍近く，さらに名前の表記が
あった人に絞ると4倍近くに達した。

•話題別にみると，女性が男性を上回ったもの
はなく，特に政治，経済，スポーツの分野は
男性が圧倒的に多かった。

視聴者のアンケート調査

•女性や男性の取り上げ方，それに，多様な性
の取り上げ方などで，違和感などを抱いたと
した人が多かった番組ジャンルは，番組デー
タ分析での出演者・登場人物の男女比の偏り
が大きい番組ジャンルと重なった。

•特に女性や若い世代で違和感などを抱いたこ
とがあった人が多かった。これはテレビに登
場する割合が少ない人たちと重なった。

•女性や男性の取り上げ方で違和感などを抱
いた内容としては「メインのキャスターや司会
は男性，女性はアシスタントという番組が多
い」「識者や社会的地位のある人には男性が
多い」「女性は身体の露出が多い装いや性的
描写が目立つ」などが多かった。「識者や社
会的地位のある人には男性が多い」という点
はニュース番組のコーディング結果と重なる
ものだった。

•多様な性の取り上げ方については，「もっと
自然なかたちで出演者や登場人物として取
り入れてほしい」とした回答者が最も多かっ
た。

5. 考察

テレビのジェンダーバランスにこれだけ大き
な偏りがあるのはなぜか。「現実社会がそうだ
から仕方がない」と考える人もいるだろう。実
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際，日本企業の管理職に占める女性の割合
は9％ 10），医師では23％ 11），国会議員では
14％，国家公務員上級管理職では4％ 12）にす
ぎない。テレビ局の社員も，女性の割合は民
放，NHKともに21％ 13）である。しかし，テレ
ビは現実社会をそのまま映し出していればいい
わけではなく，めざすべき社会のありようを示
すことも重要な責務ではないだろうか。

テレビに出演・登場する人物のジェンダーバ
ランスの偏りと，視聴者が違和感などを抱く内
容が重なるところが多かった点も問題を示唆し
ている。ただ，今回の調査は，テレビ番組全
般については1週間分，ニュース番組は2週間
のうちの10日分，視聴者がどうみているかにつ
いては約1,000人のWEBアンケート調査であ
り，大きな傾向をつかむ手がかりにはなるが，
正確に全体像を反映しているというにはサンプ
ルが少ない。

調査の手法にも課題が残る。番組メタデー
タの分析では，著名な人物が中心で，性別分
類は男女に限られ，「女性 」「男性 」という性
別に当てはまらない人たちを数えることができ
ていない。ニュース番組のコーディング分析は，
外見で判断せざるをえないことも多いため，性
別や年層の分類の集計では誤差が生じる可能
性がある。また発言した人物を数えたが，発
言の長さや内容，登場したニュース項目の順番
などについては記録できていない。

さらにニュースであれば会議の参加者など，
発言はないが顔が映っている登場人物や出演
者の計測はできていない。近年は顔認証によ
る性別判定などのAI技術も進んでおり，欧米
など海外ではダイバーシティー推進の目的で，
テレビ番組や映画の登場人物をAIで分析する
調査も行われている。

また，出演者・登場人物の性別や年層など
に偏りがあることは社会の実態とどう重なり，
どう違っているか，テレビ以外のメディアと比
較するとどうなのか，といった分析を行うこと
も課題である。そしてテレビが社会の多様性を
反映していないとすれば何が背景にあるのか
を探ることも重要だ。

さらに，最も重要なのは，調査を長期間に
わたって続けていくことだと考えている。継続
的に調査を行うことで定期的な健康診断のよう
な役割を果たし，経年変化の把握にもつなげる
ことができるためだ。また，そのデータを現場
の取材・制作者，視聴者とも広く共有すること
で，ジェンダーバランスをはじめコンテンツの多
様性を意識する人が増え，それがテレビをはじ
めメディア全般に，より多様な視点が反映され
るきっかけや動機づけになることを願っている。

また，今回は多様性の中でも最も基本的な
ジェンダーに焦点を絞って調査を行ったが，多
様性にはほかにもさまざまな側面がある。人
種，性的指向，障害の有無，住んでいる地域，
学歴や所得など，格差や社会問題に関連する
偏りが存在する。海外のメディアの中には，よ
り幅広い多様性を認識し，目標を掲げて偏り
の改善を図っているところもある。今後は調査
を続ける中で，このようなジェンダー以外の多
様性の検証にも役立つような手法を確立してい
くとともに，可能であればジェンダー以外の指
標を取り入れていくこともめざしたい。

本連載「メディアは社会の多様性を反映して
いるか」の次回は，この調査結果を題材にした

「文研フォーラム2022」でのディスカッションの
内容を中心に報告する。調査のアドバイザーで
もある田中東子氏（東京大学大学院・情報学
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環教授）と，メディア論を中心に政治・経済，
社会・文化を幅広く論じる荻上チキ氏（社会調
査支援機構チキラボ代表）の評価や分析をも
とに，テレビやメディアコンテンツの多様性を
データによって可視化することの意味をさらに
考える材料としたい。

（あおき きみこ/おおたけ あきこ/おがさわら あきこ）
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