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  1. はじめに

放送通信融合が進み，端末の多様化やネッ
ト接続型TV1）などの動きが加速化する中，“放
送局→番組→伝送路→受像機”という一連の
流れで捉えられていたこれまでのテレビのイメー
ジが，大きく揺らぎはじめている。一方で，こ
の10月にBSはチャンネル数を倍増させ24チャ
ンネル 2）となり，これまで以上にテレビの多チャ
ンネル化が進行している。すなわち，テレビ機
能の“拡散”とも“拡張”ともいえる現象が同時
に起きているのである。

このような中で，今後のテレビの社会的役割
を考察していくことは，極めて重要なテーマで
ある。このことを検討していく上で，地上波テ
レビ各局が，今どのような状況に置かれ，今後
どのような編成戦略を持って臨んでいこうとし
ているのか，定期継続的に把握，観察していく
ことが欠かせないと思われる。テレビ文化の中
心として，映像コンテンツの最大のショーウイン
ドーとして存在し続けてきた地上波の行く末は，
テレビそのものの行く末でもあるからである。

そこで，番組改編期 3）である春と秋に，在

京民放キー局の地上波チャンネル及び NHK総
合チャンネル（以下NHK）の編成担当者へのヒ
アリングを行い，そのヒアリングをもとに，半
期ごとの動きをまとめていくことにする。本稿は
そのシリーズの第1回とする。

  2. 全体概観

2-1．番組改編率 4） 

2011年度上半期（4月～ 9月）は，3月に起
きた東日本大震災と福島第一原子力発電所事
故を受け，4月に入ってからも，関連する特設
ニュースや特集が相次いだ。NHKでは春の番
組改編のスタートを遅らせて，その対応にあ
たった。その後の節電対策や7月の地上デジタ
ル化（東北3県を除く）により，テレビの見られ
方に何らかの影響があるのでは，との声もあっ
たが，上半期の関東地区における総世帯視聴
率 5）は，全日6），ゴールデンタイム7）（以下Ｇ帯），
プライムタイム 8）（以下Ｐ帯）共に，去年とはほ
ぼ同じ水準となっている9）。

次に各局別の上半期の世帯視聴率だが，
NHKとTBSテレビの2局で，やや回復基調が
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見うけられた。しかし，各局の順位に関しては，
ここ数年とほぼ変わらない結果となった（表1）。

こうした各局の世帯視聴率の順位と連動して
いるのが，番組改編率（以下，改編率）である。
順位が低い局ほど，番組改編率は高かった。
在京民放キー局5局及び NHKの6局中，全
日，G・P帯の世帯視聴率6位と苦戦中のテレ
ビ東京は，全日のほぼ半分を改編対象とした。
テレビ東京はアニメ番組が多いため，もともと
改編率は他局より高くなる傾向にあるが，全日
の半分というのはかなり思い切った決断であろ
う。また，テレビ東京に続きここ数年苦戦が
続いているTBSテレビは，G・P帯で3分の1
を改編する，という決断を行った。NHKは秋
改編については率を公表していないが，22 ～
23時台で改編が目立っている。残りの3局につ
いては今回，いずれも全日はほぼ10％以内，G・
P帯についてはほぼ 20％以内という，テレビ東
京，TBSテレビに比べ小幅な改編にとどまっ
た。

2-2．改編テーマ

改編のキャッチコピーやテーマは，視聴者
や広告主などに対するアピールであると同時に，
局内で意思統一を図る旗印であることが多い。
必ずしも改編のためだけに用意されたものでは
ない局もあるが，キャッチコピーやテーマ（表
1参照）の文言から，各局が今抱いている問題
意識や，今後目指す局の方向性の一端を窺い
知ることができる。簡単に記しておく。

今期の改編は，東日本大震災半年後，地上
デジタル化2カ月後，そして新BS時代の幕開
けと同時期，というタイミングであった。各局
のキャッチコピーやテーマは，まさにその3つを
反映したものとなった。

まず，大震災後を意識しているのが，NHK
とTBSテレビである。これらの局ではそれぞ
れ，“信頼”，“絆”，“こころ”，“誠実”といっ
たメッセージを，大震災以前から視聴者に向け
て発信しており，大震災後，より明確な形でそ
のメッセージを押し出す形となった。

局名
世帯視聴率

（2011 年度上半期 / 関東地区）
改編率

（2011 年度下半期） 改編テーマ・キャッチコピー ※2

全日 G P 全日 G P

日本テレビ
（7.9%）※1 （11.9%） （12.1%）

5.4% 19.4% 17.8% 「テレビがド真ん中！」
7.5% 12.0% 12.1%

テレビ朝日
（7.2%） （11.2%） （11.8%）

10.58% 17.38% 13.39% 「みんなが集まるテレビ」
7.2% 11.1% 11.6%

TBS テレビ
（6.4%） （9.3%） （9.6%）

9.1% 36.3% 33.6% 「見ている人の“こころ”を大切にする
番組を作ろう」6.8% 10.1% 10.2%

テレビ東京
（2.8%） 6.0%） （5.8%）

49.9% 18.3% 23.3% 「This is 7ch! 」
2.5% 5.5% 5.2%

フジテレビ
（8.2%） （12.5%） （12.5%）

7.1% 17.5% 20.6% 「テレビ新時代は，個性で勝負！」
「この秋，もっと“フジらしく”！」7.9% 12.2% 12.3%

NHK 総合
（6.5%） （11.4%） （10.1%）

非公開 「明日へ支えあおう」
7.0% 12.0% 10.6%

※1 （　）内は 2010 年度上半期の数値　　　※2  改編だけのキャッチコピー・テーマでないものもあり

表1

〈出典〉世帯視聴率…ビデオリサーチ調べ　　改編率・テーマ…筆者ヒアリングによる
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次に，地デジ後を意識しているのが，日本テ
レビとテレビ朝日である。テレビを中心にみん
なが集まるというそれらの文言からは，ワイド
スクリーンのデジタルテレビが，再びお茶の間
の人気者になれるような番組作りを心がけよう，
という意図が読み取れる。

最後に，多チャンネル時代を意識しているの
が，フジテレビとテレビ東京である。例えば，

“This is 7ch!”とは，これぞテレビ東京である，
といえる明確な編成方針を打ち出していく，と
いう宣言である。いずれも多チャンネル時代に
埋没しない波の個性を持とう，という戦略であ
るが，その個性の詳細については，次章で述
べることにする。

2-3．改編の特徴

次に，今期改編の主だった新番組をまとめ
た表2（24～25ページ）を参照しながら，改
編の特徴を大きく2つの切り口から概観してお
く。1つは各局の改編状況の分類，もう1つは，
改編の多い時間帯についてである。

まず，各局の改編状況を，“強み強化”か“弱
点補強”かに分類してみた。

今回，“強み強化”の改編としてわかりやす
かったのは，テレビ朝日とテレビ東京の2局で
ある。テレビ朝日は，23時台の視聴率競争を
けん引してきた“ネオバラ10）”ゾーンの3枠の新
設を改編のメインに据えた。テレビ東京は，日
経グループで経済に強いというイメージを前面
に押し出す番組を2つ新設した。

一方，“弱点補強”の側面が大きかったのは，
日本テレビとNHKである。日本テレビはここ数
年，週前半のＧ帯の番組がなかなか定着せず
苦戦を強いられてきた。今回の改編ではその点
を補強した。一方，NHKの補強点は，時間帯

ではなく視聴者層にあった。新設番組のおよそ
半分で，ターゲットをNHK離れが顕著な40代
以下に設定した。

この他，今回，G・P帯でほとんど改編を行
わなかったフジテレビは，番組改善という形で

“強み強化”を目指している。他方，TBSテレ
ビは，世帯視聴率がなかなかとれないG・P帯
を，足りないジャンル（弱点）と，これまで培っ
てきた伝統（強み）で埋めていくという両輪作
戦で行っている。

次に，時間帯についてみてみよう。23 ～ 24
時台に，各局とも積極的に新番組を配置して
いることがわかる。これらはいずれも生放送の
ニュース情報番組の前後に接続する枠であり，
近年，23時台でも世帯視聴率が10数％，24時
台でも5％以上と，G・P帯と同程度の数字を
取る番組も少なくない。NHK放送文化研究所
が5年に1度行っている国民生活時間調査の最
新結果「日本人の生活時間・2010」からも，前
回の2005年に比べ，女性の30代以上の層で，
平日23時台でテレビを中心としたメディア接触
の増加傾向が示されている11）。各局にとって，
これらの時間帯の編成戦略は，今後一層重要
になってくるであろう。

  3．各局別状況

ここまでは，今期改編について，主としてデー
タから全体を概観してきた。ここからは，編成
担当者へのヒアリングをもとに，各局別の状況
を見ていきたい。

3-1．日本テレビ

日本テレビは，編成部長の福田博之氏に聞い
た。福田部長は入社以来，営業と編成畑を経て，
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2010年7月から編成
戦略部長，2011年7
月から編成部長を担
当している。

（上半期の総括）

「4月期は 大きな
改編だった。“次の
10年の朝を担う”番
組を目指し『ズームイ

ン!!SUPER』を終了し『ZIP！』をスタートさせ
た。最初の1クール（3カ月）は，世帯視聴率
が下がり思うように回復してこなかった。

編成では，朝の数字は視聴習慣が大きく影
響するので一時的なダウンは覚悟していた。制
作現場は悩みながらも，当初から決めたコンセ
プトや想定ターゲットをブレずに守り，演出も
構成も大幅に変えることはしなかった。

ただ，前番組と比較して伝える情報量を減ら
したわけではなかったが，東日本大震災発災
直後にスタートしたタイミングもあったのか，生
活者はニュースから離れられない状況にあっ
た。『ZIP！』は情報をニュースとして伝える演
出を敢えてしてこなかったので物足りなさがあっ
たのかもしれない。生活者のニーズを捉え，あ
らためて“ニュースをきちんと伝える”番組であ
ることを明確にするなど，微妙な軌道修正を繰
り返し日々進化しつつある。夏休みにもターゲッ
ト戦略を実施し，スタート当初より強かったＣ
層12）・Ｔ層13）の支持を固め，F2層14）にもアピー
ルできた。最近ではM2層15）も急上昇，残る
テーマはMF1層16）の獲得だ。目標に向けて取
り組みを強化する。」

（今期改編のポイント）

「G・P帯の入り口である19時台の改善を目指
したい。この時間帯はNHKの『ニュース7』が

圧倒的に強いので戦意が削がれるが（笑），入
り口に人が集まらないとこのゾーンの苦戦は必
至。一週間の滑り出しとしてまず月曜日を強化
するために水曜19時台で結果を出している『宝
探しアドベンチャー　謎解きバトルTORE！』
を枠移動した。空いた水曜19時台は『1番ソン
グＳＨＯＷ』。単発編成や深夜帯レギュラー枠
で実績をあげた企画。久しぶりに編成するＧ・
Ｐ帯の歌番組である。」
「23時以降の時間帯の強化も目指す。具体的

には平日『NEWS ZERO』の後のゾーン。今回
は3枠を改編した。G・P帯に新企画をいきな
り編成してもなかなか受け入れられない傾向が
ある。他局も同様な考え方を持って取り組んで
いるが，このゾーンで企画を開発し育て上げ，G・
P帯で結実させたい。ただ，このゾーンを単に
トライアル枠として位置づけ，企画を頻繁に変
更し運用していくことは好ましくない。T・F1・
M1層に訴求できる貴重な時間帯なので，企画
開発と同時に固定客獲得を目指した戦略が必
要であると考えている。」

（課題・今後）

「久しぶりに編成に戻って来て，まず感じたこ
とは，タイムテーブルに多様性がないというこ
とだった。日本テレビでは2000年代前半から，
広告主のニーズにも応えるべく，コアターゲット
を13歳～ 49歳の男女と定め，制作担当者の意
識改革とともにタイムテーブルの体質改善を進
め成果も上げてきた。ただ同じ属性を狙った結
果，ジャンルや企画コンセプトがかぶることが
多くなり，演出もどこか似た番組が増えてきた。
民放各局を見渡しても同様の傾向があり，視聴
者にテレビそのものが飽きられてしまうかもしれ
ない。今後はターゲット戦略を推進しつつも，
敢えて視聴ターゲットを散らしたり，チャレン

福田博之 氏



16 　NOVEMBER 2011

ジャブルな企画に挑戦したり，ジャンルに広が
りを持たせるよう意識した編成を心がけたい。
毎月企画募集を実施しており，100本を超える
提案がある。この中に良い答えがあるはずなの
で精査していく。」
「広告モデル以外の収入モデルを探ることは

急務。なかなか難しい。通販事業は成果を上
げているが，モノやサービスを売るためだけの
番組ではなく，生活者にとって有益な情報が
含まれていたり，エンターテインメントとして受
け入れられるコンテンツにしなければならない。
新規事業開発については今後も様 な々取り組み
を続ける。」
「地上波のデジタル完全移行に伴い，ＥＰ

Ｇ（電子番組表）やデータ放送の充実やＳＮＳ
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）との
連携などでタイムシフトなど視聴環境の変化に
対応しリアルタイム視聴の推進に努めるが，何よ
りも魅力ある番組を作り続けることに尽きる。」

3-2．テレビ朝日

テレビ朝日は，編成部企画担当部長の林雄
一郎氏に聞いた。林担当部長は入社後，編
成を担当，その後，音楽・バラエティ番組の
制作を約14年担当し，2011年7月から担当
部長をしている。

（上半期の総括）

「 各局ともに朝8
時台の帯番組では，
ターゲットの若返り
を図っており，テレ
朝もこの4月『モーニ
ングバード』をスター
トさせた。対象年齢
を10歳程度若返ら

せる方針で始めたが，当初はなかなかF2層が
流入せず苦戦した。しかしこの夏を境にF2層
に浸透し始め，F3層17）でも十分な数字を残せ
るようになってきた。今秋以降は期待できる。

理由は夏頃から報道色を強めたことにある。
スタート当初は，エンタメ情報を中心とした，
いい意味で軽やかな情報番組を目指したが，
視聴者がテレ朝に求めているのは硬派な報道
ニュースである，ということが分かった。」
「『サンデー・フロントライン』は，なかなか新

たな番組ブランドを作れず苦戦した。秋からは
『報道ステーション』のブランド力で，この枠を
戦いたい。」

（今期改編のポイント）

「23時台の“ネオバラ”を3番組改編するの
が最大のポイント。実は3番組とも，世帯視聴
率は10％以上あり，改編対象になる数字では
なかった。現在の“ネオバラ”は，P帯並みの
世帯視聴率に加え，話題性もあり，DVDなど
の売れ行きも良く，更に2009年からは一部を
ネットセールス化 18）したため，営業的にも重要
な，テレ朝の看板番組枠である。今回は，“常
にチャレンジングな企画を”という当初の理念
に立ち返るべく，あえて新番組を立ち上げた。」
「今後に関しては，19時台番組の開発が急

務。今回の改編では，月～木曜・土曜の24時
～ 25時台に企画開発枠を5枠設け，編成と制
作現場が協力して19時台にふさわしい番組開
発のためのトライアルを行う。ジャンルは，クイ
ズ，ゲーム，情報エンターテインメントの3ジャ
ンルを中心に，幅広く募集した。」

（課題・今後）

「最近の傾向として企業連動番組・企画が増
加しているが，決して直接的な対価をもらって
いるわけではない。普段スポンサーである企業林雄一郎 氏
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も，番組で扱う場合はあくまで取材対象として
考えている。」
「この夏の組織改編で，地上波，BS，CSの

総合編成を担当する総合戦略班を設置。また，
コンテンツ展開を企画の段階から考えていくビ
ジネスプロデューサーを各制作担当部署に配置
した。このビジネスプロデューサーと総合戦略
班が組み，地上波ドラマのスピンオフをCSで
展開するなど，マルチ展開を行っている。」
「バラエティの開発力がある，と言われるが，

F1層向け，F3層向け，といったターゲットあ
りきの発想では作っていない。そうするとキャ
スティング偏重になりがちで，企画の発想もつ
いついそれに寄ってしまう。あくまで開発する
個々の制作者の経験とバランス感覚に任せて
いきたい。」

3-3．TBS テレビ

TBSテレビは，編成部長の園田憲氏に聞い
た。園田部長は，『さんまのスーパーからく
りTV』などのバラエティ番組を約20年担当し，
その後，管理部で予算管理などに携わった後，
2010年11月から編成部長を担当している。

（上半期の総括）

「今年は去年に比べて，視聴率が上昇に転
じてきており，最悪の状態は脱したと感じてい
る。特に『みのもんたの朝ズバッ！』など帯番
組の回復が大きい。昨年よりTBSでは，今年
12月の開局60周年に向け，“見ている人の“こ
ころ”を大切にする番組を作ろう”，というス
ローガンのもと，社内で“ハートプロジェクト”
を立ち上げていた。2011年2月からは定期的
に，午前から午後の3つの帯番組で，“こころ
元気ウィーク”と称し，視聴者の心に届く企画
などを展開していた。大震災後，このスローガ

ンをより強固な形で
進め，みのさんはじ
めキャスター達，制
作者達は，被災者
の気持ちに寄り添う
気持ちで番組を放送
しており，帯番組が
支持されている要因
は，こうした見えな

い送り手の“意識”の部分にあるのではないか
と考えている。」
「テレビ局の基礎体力とは，ドラマ，スポー

ツ以外の，日常の帯番組とG・P帯のレギュラー
バラエティだと考えている。前者は回復しつつ
あるものの，後者は依然として厳しい。G・P
帯でヒット番組の開発にもがき苦しんでいるの
が現状。全体として，本来はスポンサーニーズ
の高いターゲットを意識した戦略を，よりわか
りやすくとるべきなのだろうが，まだその段階
ではない。まずは世帯視聴率をとりもどすこと。
今はターゲットを語れるレベルにない。」

（今期改編のポイント）

「とにかくＧ帯レギュラーの盤石化がテーマ
である。今回，思い切って6枠を変えた。ま
ず，各局のタイムテーブルを見比べ今のTBS
に欠けているものは何かを考えた。トークバラ
エティを新設したのもその結果。トークやクイ
ズゲーム系の番組は，ローバジェット（低予算）
でも工夫次第で見てもらえる番組になる可能
性がある。

もう一つは，TBSの伝統的なバラエティ枠，
月曜19時＝スポーツもの，土曜 20時＝動物も
の，という視聴者の記憶に残る枠イメージを
裏切らず，継承していく新番組の設置。特に，
月曜19時の『炎の体育会TV』は，単発での

園田　憲 氏
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視聴率の実績も高く，大いに期待している。」
「日曜21時のドラマの大作感を持った路線は

続けていきたい。『南極大陸』は1年以上前か
ら担当プロデューサーが暖めていた企画。戦
後日本の復興の象徴を描いたストーリーは，今
の視聴者のマインドにあった力強い内容になる
と思う。

この他，『渡る世間は鬼ばかり』『水戸黄門』
と老舗ドラマが相次いで終了するが，これはた
またまタイミングが重なったことで意図的ではな
い。ただ，これを機に，ドラマ枠はそれぞれ
の枠の特性を明確にし，特に木曜21時枠はよ
りスポンサーニーズの高いティーンやF1層をメ
インターゲットにシフトする。トータルとして長
年のTBSファンも大切にしながら，新しい視聴
者層を開拓しないと進化がない。2012年1月か
ら始まる『水戸黄門』後の月曜20時枠は，現代
ドラマをラインナップしていく予定。」

（課題・今後）

「未だに2008年くらいからの度重なる改編，
枠移動 19）の影響が残っている。視聴者の視
聴習慣を大きく変えようと放送局側が働きかけ
る改革は容易なことではなく，ひとたびそれま
での視聴習慣が崩れてしまうとなかなか元には
戻らない。また一方で長寿番組 20）の作り手は
日 ，々“キャリーの苦しみ”，つまり番組の継続

（＝キャリー）に大変な力を注ぎ，あの手この手
で視聴者を離さないよう努力している。それが
枠移行となると1からのスタートとなり，結果と
して作り手を，ひいては全体のタイムテーブルを
疲弊させたことは否めない。当たり前のことだ
が，編成戦略を考える際には，視聴者はもちろ
ん，こうした作り手のマインドもきちんと意識し
て進めていきたい。」

3-4．テレビ東京

テレビ東京は編成部長（ヒアリング当時・現
在はコンテンツビジネス部長）の福田一平氏に
聞いた。福田部長は報道出身で，『ガイアの夜
明け』などの経済番組に携わった後，2009年6
月から2年間，編成部長を担当した。

（上半期の総括）

「2010年 秋 改 編
で始めた月曜 22時
のドラマは，話題性
には富んでいたもの
の，視聴率がつい
てこなかった。2011
年日本民間放送連
盟賞のテレビドラマ

番組で最優秀賞をとった『鈴木先生』の平均
世帯視聴率は2.1％だった。

現代ドラマの連続物ははじめてだった。後発
参戦するには，テレ東らしさを強調しようと考
え，テーマ性にこだわり社会派を標ぼうした。
また，製作委員会方式をとり，DVD・VODな
どの2次展開ありきで考えた。そのためには，
広くあまねくではなく，コアなファン層に支持さ
れるドラマにしようと考え，世帯視聴率も7％
程度を目指した。しかしそこにも届かず枠の廃
止を決断した。

視聴者にこうすれば受けるのでは，こうすれ
ば見やすいのでは，という，現在のテレビ界全
般に蔓延する視聴者に媚びる作り方ではなく，
あくまで作り手が世に問いたいものを伝える，
昔のテレビの構図でもう一度勝負してみたかっ
た。しかしそういう土壌はもはやなかった。」

（今期改編のポイント）

「テレビ東京は，早くからゾーン編成を試み，
19時台までアニメ，22時は経済コンテンツに

福田一平 氏
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した。それにより，20・21時の視聴率が落ち
込み復活できない状況が続いている。改編の
キャッチコピー“This is 7 ch ! ”にあるように，
テレビ東京の得意分野をＧ帯に並べ，世帯視
聴率の回復を何とか図りたい。

月曜22時は経済もの，水曜21時は水曜ミ
ステリーの復活，木曜20時は歌謡コンサート，
金曜19時は動物もの，というこの4ジャンルで
平日は勝負する。」
「週末にも2番組，テレビ東京の得意分野と

して大事に育ててきたジャンル，旅グルメ番組
『たべコレ』と『厳選いい宿』を新設。『たべコ
レ』は，番組で紹介した様々な人の生涯一番
の料理をスマートフォン用アプリと連動させる
本格的口コミグルメ番組。このジャンルでネッ
ト連動の新しい番組の可能性を開拓していき
たい。」

（課題・今後）

「コア層を呼び込める番組を制作し，それを
コンテンツビジネスにつなげていきたいが，そ
うすると世帯視聴率がとれない現実もある。こ
の二律背反の悩みの中，どう匙加減をしながら
番組表に番組を配分していくかが編成の大きな
仕事となる。

年層別にターゲットを考える，というのは古
い時代のテレビ局の思い上がり。視聴者は趣味
嗜好，価値観で動いている。それらに対しきち
んと訴求する番組を作り，それぞれにファンを
つかむのが基本と考えている。」
「アニメに熱心に取り組んできたが，大ヒット

アニメは氷山の一角。そのために，ものすごく
たくさんの番組を制作しなければならない。た
やすい世界ではない。また，少子化の中で，
DVDや関連グッズがどんどん売れる時代でも
ない。今は，ゲームメーカーとの共同企画，中

国の制作会社との共同制作など，どこと組むこ
とが，今の時代にあった内容や，収益性を上
げるコンテンツにできるか，を見極めていると
ころ。」
「『ガイアの夜明け』『カンブリア宮殿』もス

タート当初は数％だったが，我慢し続けたこと
で看板番組となった。今は広告主が待ってくれ
る時代ではない。しかし，すぐ当たる新番組も
なかなか作れない。どの番組が，我慢して待
てば育つ番組になるのか，それを見極める目こ
そが編成である。」

3-5．フジテレビ

フジテレビは編成部企画担当部長の吉田豪
氏に聞いた。吉田担当部長は営業，スポーツ
を経て，編成は8年前の2003年7月から担当し
ている。

（上半期の総括）

「 この 半 年 の 間
に，週末Ｇ帯に3本
の新番組を立ち上げ
た。数年前から週
末の夜が弱くなって
いたためである。こ
れらの番組は現在
徐々に“当り企画”

を育てつつあり，上半期はじっくり育成する時
期にあてた。」
「毎月2本は“花火”を打ち上げ，日頃テレビ

から離れている層にも関心を持ってもらい，テ
レビ界全体を活性化させたい，と考えてきた。
レギュラー番組を4つつなぐ長時間特番を組
むなど新たな試みに挑み，高視聴率にもつな
がった。」
「ドラマは，『マルモのおきて』で，日曜21時

吉田　豪 氏
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の枠が定着した。ファミリー層を狙う，という
方針は明確だったが，新たに創設された（2010
年秋からスタート）ドラマ枠としてなかなか定
着しなかったので，非常に意味があった。また，
火曜21時については，徐々にキッズ・ティーン
からF1・2にメインターゲットをシフトした。た
だし，F3は視聴者のボリュームが非常に大き
い。“F3に嫌われない”F1・2ターゲットの路
線で今後もいきたい。」

（今期改編のポイント）

「今回は，春以上に小幅な改編にとどめた。
フジには平日のG・P帯に息の長い番組がたく
さんある。そうした番組を中心に原点回帰を
テーマに取り組んだ。

今期改編の基本は，今ある番組を改善し，
より強い番組にしていく，という考え方。ちな
みに，『とんねるずのみなさんのおかげでした』
は，番組スタートから24年になろうとしている
が，最近は世帯視聴率が14％を切ることはな
い。フジでは，G・P帯の番組は16％を狙い，
14％は欲しい，と考えており，十分その役割を
果たしている。しかし数年前は，数字が一桁
という時期もあった。ある企画が当たり，ロケ
を多用するなどの工夫をした結果，数字が回復
した。

現在『笑っていいとも！』が苦戦中である。
これもまもなく30年の長寿番組である。番組
構成をフォーマット化しすぎたという反省もある
ので，ナマワイドの良さを生かす，“原点回帰”
をと考えている。

また，フジではあらかじめF3をターゲットと
した番組を作ることは社風に合わないのかもし
れない。DNAとして若々しく元気な企画を絶
えず作り続けていきたい。しかし，番組が長く
続けば，それに伴い視聴者も年齢が上がってく

る。番組開始当初はキッズ・ティーンで火がつ
いた『ネプリーグ』も，今ではF3もつく番組に
なった。」
「今回新設される新番組の一つが『ほこ×た

て』である。この企画には“発明”がのっかっ
ている。フジの個性とは，企画に何らかの“発
明”がのっていること。ここ半年の新番組でい
うと，“スコープ君”（『潜入！リアルスコープ』）
や“アカンアカン”（『爆笑！大日本アカン警察』）
という決め台詞など。企画を“掛け算”し，そ
こからわかりやすい発明を作り出す，そしてそ
れらの発明がより多くの視聴者に受け入れられ
るよう努力していきたい。」　

（課題・今後）

「編成に9年いて感じることは，世代を問わ
ず視聴者全体がどんどん保守的になってきてい
るということである。新しいものに対しては拒
絶感すらある。しかし，同じことをやっている
と離れていく。だから挑戦も“半歩先”は行き
過ぎで，“0.2歩”先を行くくらいが，今は受け入
れられるのかもしれない。」
「ネットや新たなデバイスの活用だが，それ

が目的化してしまうとうまくいかないと思う。9
月30日付で，編成局内に“メディアプロデュー
ス部”を立ち上げ，若いデジタルネイティブに
近い社員達が，企画研究を始めている。活用を

“目的化”しない，どんな新たな企画が出てくる
か楽しみである。」
「TVの持つライブ感を大事にしていきたい。

TVだからこそできる生のドキドキするバラエ
ティの企画などを考えていきたい。」

3-6．NHK 総合

NHKは総合テレビの金山伸二編集主幹に聞
いた。金山氏は入局以来，報道番組の制作に
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携わり，2011年6月
から主幹を担当して
いる。制 作局出身
で2009年6月 か ら
担当部長をしている
坂井律子氏も同席し
た。

（上半期の総括）

「上半期の世帯視
聴率の平均がＧ帯で12％（ビデオリサーチ・
関東地区）となり，局別では2位だった。Ｇ帯
は局別1位になる週もあり，よく見ていただい
ているが，視聴者層の若返りが課題である。
G・P帯共に，特に40代女性層の獲得を最大
の目標 21）として数々の取り組みを行ってきた。」
「Ｇ帯の『ためしてガッテン』は世帯視聴率

10％以上を維持する人気番組だが，今までの
視聴者を大事にしながら，視聴者層の若返り
を図ることに，今期，成功したのではないか。
他の番組にもいえることだが，セットや演出を
激しく変えると，長年のNHKファンの方から
は見づらくなった，という声が届く。走りなが
らの番組改善はそうしたジレンマとの闘いでも
ある。

21時の『ニュースウオッチ9』は，地震や台
風などの多発という背景もあるかもしれないが，
平均世帯視聴率が昨年同期より伸びて11％を
超えている。40代女性の個人視聴率の伸びが
大きいことが特徴である。

22時台も火曜～木曜は平均世帯視聴率が
去年同期より上昇し，視聴者層も広がってい
る。特に7月からスタートした『総合診療医ド
クターＧ』は夏休みを挟んで，まだ放送回数は
少ないものの世帯平均で7％を超え，個人視
聴率では40代男女，50代男女に見られている

ことが成果だと思う。しかし一方で，なかな
か視聴者層を獲得できない番組があるのも事
実である。」

（今期改編のポイント）

「NHKでは，大震災以降『NHKスペシャル』
を軸に，被災地の復興や再生に向けたドキュメ
ンタリー，討論番組などを重点的に配置してき
た。この方針は秋以降も続けていく考えである。
また，午後の帯番組『お元気ですか　日本列
島』では，番組の冠に“震災に負けない”を掲
げ，毎日被災地の情報を全国にお伝えするな
ど，公共放送ならではの息の長い取り組みを心
がけている。」
「懸案である40代周辺の女性に強くアピー

ルするため，女性向けのドラマを2階建てにし
た。具体的に言うと，今まで成果を上げてきた
40 ～ 50代女性に訴求する火曜22時の『ドラマ
10』の後に，仕事帰りの30代女性にも見てもら
える『よる☆ドラ』を新設した。議論の過程で，
フジテレビの火曜夜のドラマ2階建て 22）が成功
していることも参考にさせてもらった。」
「木曜20時枠は4月，7月と，若年層に見て

もらうよう改定を重ねているが，はっきりした成
果には至っていない。新設する番組は子どもと
その親世代に見ていただく，という戦略を明確
にして工夫をしていきたい。また，22 ～ 23時
台は，働き盛り層にもっと見てほしいと思ってい
る。いずれにしても時間帯，曜日の気分を捉え，
ターゲットを明確にした工夫がもっともっと必要
だと感じている。」

（課題・今後）

「現在NHKでは，G・P帯において，3カ月
～半年で番組を入れ替えるケースがある。これ
は，制作体制，出演者の都合などが要因であ
るが，視聴者の視聴習慣を考えると，今後可

金山伸二 氏
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能な番組については通年化していきたいと考え
ている。

一方で，通年の制作は難しいが，視聴者に
とって魅力的な番組である場合，半年間の充
電を経てカムバックする，という方法を2年，3
年と続けていくことで，番組のブランドイメージ
を息長く育てていく模索も続けていきたい。今
回の改編でいうと，例えば『ブラタモリ』など
である。」
「編成の仕事とは，例えて言えば，デパート

の売り場に魅力的な商品をどのように配置する
のかを考えるものである。多様な商品が売られ
るデパートより専門店に消費者がシフトしがち
な時代，総合編成を標ぼうする公共放送NHK
は，老舗デパートの強みを生かしつつ，新しい
時代の気配も敏感に取り入れた編成を今後も
心がけていきたい。」

  4．ヒアリングを終えて

最後に，地上波チャンネル6局へのヒアリン
グを通して共通に見られた傾向について，若干
言及しておこう。

まず，今回，多くの局の編成担当者達が口
にしたのが，“視聴者が保守化している”，とい
う言葉であった。 “単発の特番が当たらない”，

“新しい枠がなかなか定着しない”，“枠を移動
すると視聴者が離れる”“番組の内容を変更す
るとクレームがくる”等々。担当者達はそれぞ
れ，テレビが強い求心力を持っていた時代に経
験を積んだ人々である。視聴者“保守化”の正
体とは一体何なのか，また“保守化”に対し，
各局はどのような編成戦略で臨んでいくのか，
放送局の動向を注意深く見ていきたい。

また，多くの編成担当者達が注目していたの

が，在宅主婦層を中心とした女性層の，ニュー
ス・情報に対するニーズの高まりであった。今
回，この春新設された2つの朝の情報番組の
世帯視聴率を回復させるポイントが，いずれも
ニュース性を高めることだったという事実は，
非常に興味深かった。この他，既存の朝や日
中の帯番組でも，時代の気分を敏感に捉える
硬派な企画が増えているという。この層の視聴
者はこれまで，“お得”，“便利”などのキーワー
ドに反応しがちだ，と見られてきたが，東日本
大震災をきっかけに，意識や気分が変化して
いる可能性も考えられる。あくまでこれは仮説
であるので，今後，意識調査なども参照しなが
ら，検証していきたいと考えている。

そして，これまでも見られたが，今期の改編
でより大きく見られた特徴が，多くの局が，ター
ゲットの主軸をF2周辺に寄せてきているという
ことであった。10月からのドラマでも，“アラ
フォー”女性向けのドラマが多く編成されてい
る。これらのドラマが，F2にどのように見られ
ていくのかについて，視聴者の動向に注目して
いきたい。

放送局にとって編成戦略とは，経営に直結す
る最も重要な戦略である。その戦略が番組表
となって視聴者の元に届くまでの間には，スポ
ンサーとのやりとり，経営とのすり合わせ，部
内での調整など，様々なプロセスを乗り越えて
いかなければならない。各局とも状況は違えど
も，みな非常に困難なプロセスを経験していた。
しかし，そのことをいかに感じさせないようにし
ながら，視聴者に豊かな番組表を送り届けられ
るか，それこそが編成の仕事である，というこ
とを改めて実感した。

ヒアリングでは，2011年度上半期の総括，
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今期の改編を契機とした下半期への意気込みを
伺うことで，それぞれの局の編成戦略，これか
らのテレビに対する問題意識などを認識したい
と考えた。しかし，個々の局が背負ってきた歴
史，組織風土，これまでの改革の取り組みなど
を十分に理解しなければ，深い視座を持つこと
はなかなかできない，と改めて痛感した。

冒頭にも述べたが，本稿はシリーズの第1回
である。今後定期継続的にヒアリングしていく
ことで認識を深めていきたい。　

（むらかみ けいこ）

注：
1 ）詳しくは小川浩司「ネット接続時代のテレビ～

CES2011 と利用者調査から～」『放送研究と調
査』（NHK 放送文化研究所　2011 年 6 月号）

2）2011 年度末には更に増えて 31 チャンネル（ラ
ジオ，データ放送各１チャンネル含む）となる

3）放送業界では，プロ野球ナイターの中継開始期・
終了期に合わせ，4 月と 10 月の年 2 回，番組
編成の見直しが行われてきた。プロ野球の中継
が地上波から減少するまでは，10 月の改編が
大規模だったが，現在は 4 月がメインの傾向に
ある。更に近年は，1 月，7 月にも行われ，通
年化しつつある

4）どのくらいの番組を新番組としてリニューアル
するか，という割合。ドラマやアニメなどは，
枠は同じでも番組が変わるため，改編割合の対
象となる

5）HUT ともいう。テレビ放送を，放送と同時に
視聴している世帯の割合

6）6 時～ 24 時を示す 
7）19 時～ 22 時を示す
8）19 時～ 23 時を示す
9）ビデオリサーチ調べ

10）テレビ朝日では，『報道ステーション』，『世界
の車窓から』の後，23 時 15 分から 1 時間の枠
を“ネオバラエティ”と名付け，1990 年代前
半から番組開発を行ってきた

11）詳しくは，小林利行，諸藤絵美，渡辺洋子「日
本人の生活時間・2010」『放送研究と調査』（2011

年 4 月号）
12）視聴率調査会社や広告代理店などによる視聴者

分類　4 ～ 12 歳の男女（＝キッズ）　
13）13 ～ 19 歳の男女（＝ティーン） 
14）35 ～ 49 歳の女性 
15）35 ～ 49 歳の男性 
16）20 ～ 34 歳の男女
17）50 歳以上の女性 
18）ネット局共通のスポンサーが１社以上ついてい

る，もしくはネット番組が強制されている枠 
19）TBS テレビでは，2009 年，18 ～ 19 時台に『総

力報道！ THE NEWS』という帯のニュース情
報番組を新設し 1 年で廃止するなど，大きな改
編・枠移動を行った　 

20）特に定義があるわけではないが，一般的には
10 年以上続いている番組を指すことが多い

21）NHK の視聴者層は民放各局に比べると年層別
の偏りが大きく，その偏りの是正が大きな課題
となってきた。近年，特に 40 代女性の NHK
離れが加速化しているため，その対策に力を入
れている 

22）1996 年から，火曜 21 時台はフジテレビ制作で
F2 をターゲットに，その後の 22 時台は関西テ
レビ制作で，F1 をターゲットに，ドラマの 2
階建て編成を行っている　
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表 2　2011年秋の新番組 　　※ ■…ドラマ　　■…10 月改編新番組

曜日 時間 日本テレビ テレビ朝日 TBS テレビ テレビ東京 フジテレビ NHK 総合 時間 曜日

月

朝 ＺＩＰ！ モーニングバード カーネーション 朝

月

午後 ヒルナンデス！ ＮＥＷＳアンサー　 毒姫とわたし 午後

19 時 宝探しアドベンチャー謎解きバトル TORE！
＜枠移動＞ 炎の体育会ＴＶ（←ザ・今夜はヒストリー） 19 時

20 時 水戸黄門　第 43 部 20 時

21 時 私が恋愛できない理由 21 時

22 時 未来世紀ジパング～沸騰現場の経済学～ プロフェッショナル 仕事の流儀＜復活＞（←ディープピープル） 22 時

23 時 ストライク TV 世界行ってみたらホントはこんなトコだった！？ アスリートの魂 / 大人ドリル 23 時

24 時 芸能★ＢＡＮＧ！（←ピースボート） テリー伊藤のネホリハホリ ナダ―ルの穴 24 時

火

朝 ＺＩＰ！ モーニングバード カーネーション 朝

火

午後 ヒルナンデス！ ＮＥＷＳアンサー　 毒姫とわたし 午後

19 時 トリハダ㊙スクープ映像１００科ジテン ナインティナインのバラエティ（仮） 19 時

20 時 教科書にのせたい！ 仰天クイズ！珍ルール SHOW 20 時

21 時 なんでもワールドランキング
ネプ＆イモトの世界番付 ブラマヨ衝撃ファイル　世界のコワ～イ女たち 謎解きはディナーのあとで 21 時

22 時 スター☆ドラフト会議 HUNTER ～その女たち，賞金稼ぎ～ ドラマ 10　カレ，夫，男友達 22 時

23 時 中居正広の怪しい噂の集まる図書館 キカナイト よる☆ドラ　ビターシュガ―（←サラリーマンＮＥＯ） 23 時

24 時 ＫＡＴ－ＴＵＮの絶対マネたくなるＴＶ
（←ホントに知りたいアノ質問バカなフリして聞いてみた）

まさかのホントバラエティ　イカさまタコさま
男のヘンサーチ！！ 世界は言葉でできている 24 時

水

朝 ＺＩＰ！ モーニングバード カーネーション 朝

水

午後 ヒルナンデス！ ＮＥＷＳアンサー　 毒姫とわたし 午後

19 時 1 番ソングＳＨＯＷ＜枠移動＞（←謎解きバトル） ファミ☆ピョン （特集枠） 19 時

20 時 世紀のワイドショー  ザ・今夜はヒストリー＜枠移動＞ 20 時

21 時 相棒 season10
ジャパーン４７ch スーパー ! 水曜ミステリー 9（←シアターＧＯＬＤ）

21 時

22 時 水曜ドラマ　家政婦のミタ 22 時

23 時 マツコ＆有吉の怒り新党 23 時

24 時 5 ＭＥＮ旅＜枠移動＞（←幸せ！ボンビーガ―ル） 世界のみんなに聞いてみた（← 20 マウス） ＫＯＺＹ ' Ｓ　ＮＩＧＨＴ　負け犬勝ち犬 なかよしテレビ 24 時

木

朝 ＺＩＰ！ モーニングバード カーネーション 朝

木

午後 ヒルナンデス！ ＮＥＷＳアンサー　 毒姫とわたし 午後

19 時 なるほど！ハイスクール 19 時

20 時 木曜ミステリー　科捜研の女 木曜 8 時のコンサート～名曲！にっぽんの歌～ 地球イチバン（←世界でニホンＧＯ！←仕事ハッケン伝） 20 時

21 時 木曜ドラマ　DOCTORS　最強の名医 木曜ドラマ９　ランナウェイ～愛する君のために 21 時

22 時 木曜劇場　蜜の味
～Ａ Ｔａｓｔｅ oｆ Ｈｏｎｅｙ～

ブラタモリ＜復活＞
（←総合診療医ドクターＧ←タイムスクープハンター） 22 時

23 時 爆笑問題のニッポンの教養 23 時

24 時 木曜ミステリーシアター　秘密諜報員エリカ 私の何がイケないの？（←さまーずのヤリタ☆ガ～リ～） 24 時

金

朝 ＺＩＰ！ モーニングバード カーネーション 朝

金

午後 ヒルナンデス！ ＮＥＷＳアンサー　 毒姫とわたし 午後

19 時 爆報！THE フライデー ～どうぶつ冒険バラエティ～ワンダ！ 19 時

20 時 「ちょっとイイコト」岡村ほんこん♡しあわせプロジェクト その顔が見てみたい 20 時

21 時 Oh! どや顔サミット 21 時

22 時 金曜ドラマ　専業主婦探偵～私はシャドウ 22 時

23 時 金曜ナイトドラマ　11 人もいる！ ドラクロワ＜復活＞（←あなたが主役５０ボイス） 23 時

24 時 フライデードラマＮＥＯ　怪盗ロワイヤル ドラマ２４　ここが噂のエル・パラシオ Shibuya Deep A/ ＭＡＧ・ネット 24 時

土

朝 城島茂の週末ナビ　ココイコ！ サワコの朝 週刊ニュース深読み・土ようマルシェ　 カーネーション 朝

土

午後 スペシャルサタデ― 厳選！いい宿ナビ のんびりゆったり路線バスの旅 午後

19 時 サタネプ☆ベストテン 潜入！リアルスコープ 75 分特集枠 19 時

20 時 関ジャニの仕分け∞ 夢！どうぶつ大図鑑 75 分特集枠　※ 土曜ドラマスペシャル含む 20 時

21 時 土曜ドラマ　妖怪人間べム 21 時

22 時 22 時

23 時 祝女＜復活＞ / ＭＨＫ（←ケータイ発ドラマ←サラメシ） 23 時

24 時 土曜エンタ AsianAce 24 時

日

朝 シュ―イチ　　　ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ 報道ステ－ション　ＳＵＮＤＡＹ サキどり・NHK とっておきサンデー 朝

日

午後 機動戦士ガンダムＡＧＥ たべコレ 午後

19 時 ほこ× たて＜枠移動＞ 19 時

20 時 爆笑！大日本アカン警察 スペシャルドラマ「坂の上の雲」・大河ドラマ「平清盛」 20 時

21 時 ＴＢＳ開局 60 周年記念連続ドラマ  日曜劇場　南極大陸 ドラマチック・サンデー　僕とスターの 99 日 21 時

22 時 海外連続ドラマ「イ・サン」 22 時

23 時 日曜ナイトプレミア　俺の空　刑事編 23 時

24 時 24 時
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参考：網掛けなし…4 月 or7 月の新番組　 （←）…新番組の前番組のうち，4 月 or7 月に開始した番組

曜日 時間 日本テレビ テレビ朝日 TBS テレビ テレビ東京 フジテレビ NHK 総合 時間 曜日

月

朝 ＺＩＰ！ モーニングバード カーネーション 朝

月

午後 ヒルナンデス！ ＮＥＷＳアンサー　 毒姫とわたし 午後

19 時 宝探しアドベンチャー謎解きバトル TORE！
＜枠移動＞ 炎の体育会ＴＶ（←ザ・今夜はヒストリー） 19 時

20 時 水戸黄門　第 43 部 20 時

21 時 私が恋愛できない理由 21 時

22 時 未来世紀ジパング～沸騰現場の経済学～ プロフェッショナル 仕事の流儀＜復活＞（←ディープピープル） 22 時

23 時 ストライク TV 世界行ってみたらホントはこんなトコだった！？ アスリートの魂 / 大人ドリル 23 時

24 時 芸能★ＢＡＮＧ！（←ピースボート） テリー伊藤のネホリハホリ ナダ―ルの穴 24 時

火

朝 ＺＩＰ！ モーニングバード カーネーション 朝

火

午後 ヒルナンデス！ ＮＥＷＳアンサー　 毒姫とわたし 午後

19 時 トリハダ㊙スクープ映像１００科ジテン ナインティナインのバラエティ（仮） 19 時

20 時 教科書にのせたい！ 仰天クイズ！珍ルール SHOW 20 時

21 時 なんでもワールドランキング
ネプ＆イモトの世界番付 ブラマヨ衝撃ファイル　世界のコワ～イ女たち 謎解きはディナーのあとで 21 時

22 時 スター☆ドラフト会議 HUNTER ～その女たち，賞金稼ぎ～ ドラマ 10　カレ，夫，男友達 22 時

23 時 中居正広の怪しい噂の集まる図書館 キカナイト よる☆ドラ　ビターシュガ―（←サラリーマンＮＥＯ） 23 時

24 時 ＫＡＴ－ＴＵＮの絶対マネたくなるＴＶ
（←ホントに知りたいアノ質問バカなフリして聞いてみた）

まさかのホントバラエティ　イカさまタコさま
男のヘンサーチ！！ 世界は言葉でできている 24 時

水

朝 ＺＩＰ！ モーニングバード カーネーション 朝

水

午後 ヒルナンデス！ ＮＥＷＳアンサー　 毒姫とわたし 午後

19 時 1 番ソングＳＨＯＷ＜枠移動＞（←謎解きバトル） ファミ☆ピョン （特集枠） 19 時

20 時 世紀のワイドショー  ザ・今夜はヒストリー＜枠移動＞ 20 時

21 時 相棒 season10
ジャパーン４７ch スーパー ! 水曜ミステリー 9（←シアターＧＯＬＤ）

21 時

22 時 水曜ドラマ　家政婦のミタ 22 時

23 時 マツコ＆有吉の怒り新党 23 時

24 時 5 ＭＥＮ旅＜枠移動＞（←幸せ！ボンビーガ―ル） 世界のみんなに聞いてみた（← 20 マウス） ＫＯＺＹ ' Ｓ　ＮＩＧＨＴ　負け犬勝ち犬 なかよしテレビ 24 時

木

朝 ＺＩＰ！ モーニングバード カーネーション 朝

木

午後 ヒルナンデス！ ＮＥＷＳアンサー　 毒姫とわたし 午後

19 時 なるほど！ハイスクール 19 時

20 時 木曜ミステリー　科捜研の女 木曜 8 時のコンサート～名曲！にっぽんの歌～ 地球イチバン（←世界でニホンＧＯ！←仕事ハッケン伝） 20 時

21 時 木曜ドラマ　DOCTORS　最強の名医 木曜ドラマ９　ランナウェイ～愛する君のために 21 時

22 時 木曜劇場　蜜の味
～Ａ Ｔａｓｔｅ oｆ Ｈｏｎｅｙ～

ブラタモリ＜復活＞
（←総合診療医ドクターＧ←タイムスクープハンター） 22 時

23 時 爆笑問題のニッポンの教養 23 時

24 時 木曜ミステリーシアター　秘密諜報員エリカ 私の何がイケないの？（←さまーずのヤリタ☆ガ～リ～） 24 時

金

朝 ＺＩＰ！ モーニングバード カーネーション 朝

金

午後 ヒルナンデス！ ＮＥＷＳアンサー　 毒姫とわたし 午後

19 時 爆報！THE フライデー ～どうぶつ冒険バラエティ～ワンダ！ 19 時

20 時 「ちょっとイイコト」岡村ほんこん♡しあわせプロジェクト その顔が見てみたい 20 時

21 時 Oh! どや顔サミット 21 時

22 時 金曜ドラマ　専業主婦探偵～私はシャドウ 22 時

23 時 金曜ナイトドラマ　11 人もいる！ ドラクロワ＜復活＞（←あなたが主役５０ボイス） 23 時

24 時 フライデードラマＮＥＯ　怪盗ロワイヤル ドラマ２４　ここが噂のエル・パラシオ Shibuya Deep A/ ＭＡＧ・ネット 24 時

土

朝 城島茂の週末ナビ　ココイコ！ サワコの朝 週刊ニュース深読み・土ようマルシェ　 カーネーション 朝

土

午後 スペシャルサタデ― 厳選！いい宿ナビ のんびりゆったり路線バスの旅 午後

19 時 サタネプ☆ベストテン 潜入！リアルスコープ 75 分特集枠 19 時

20 時 関ジャニの仕分け∞ 夢！どうぶつ大図鑑 75 分特集枠　※ 土曜ドラマスペシャル含む 20 時

21 時 土曜ドラマ　妖怪人間べム 21 時

22 時 22 時

23 時 祝女＜復活＞ / ＭＨＫ（←ケータイ発ドラマ←サラメシ） 23 時

24 時 土曜エンタ AsianAce 24 時

日

朝 シュ―イチ　　　ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ 報道ステ－ション　ＳＵＮＤＡＹ サキどり・NHK とっておきサンデー 朝

日

午後 機動戦士ガンダムＡＧＥ たべコレ 午後

19 時 ほこ× たて＜枠移動＞ 19 時

20 時 爆笑！大日本アカン警察 スペシャルドラマ「坂の上の雲」・大河ドラマ「平清盛」 20 時

21 時 ＴＢＳ開局 60 周年記念連続ドラマ  日曜劇場　南極大陸 ドラマチック・サンデー　僕とスターの 99 日 21 時

22 時 海外連続ドラマ「イ・サン」 22 時

23 時 日曜ナイトプレミア　俺の空　刑事編 23 時

24 時 24 時


