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とはあまりない。
しかし，各局が視聴率でしのぎを削るゴール

デン・プライムタイムにおいて，かつてほどの
高視聴率番組こそなくなったものの，特に民放
の番組の中で圧倒的な放送時間を占めるのが

「情報・バラエティー番組」である。民放各局
が力の粋を集めて競い合う「情報・バラエティー
番組」の演出の特徴を探れば，NHKの番組に
も活用できるヒントが得られるのではないかと
考えた。そこで今回，あえて主戦場であるこの
時間帯に絞り，情報・バラエティー番組をター
ゲットに分析・調査を行うことにした。

調査にあたっては，上記のような問題意識か
ら，情報・バラエティー番組の定義を可能な限
り広く取り，できるだけ幅広い番組を対象とす
ることとした 1）。その上で，演出そのものでは

 はじめに

情報番組・バラエティー番組はテーマや内
容・演出が実に多様で，ニュースなどの構造が
似た番組と比べると番組同士の「比較」が難し
い。さらに，情報・バラエティー番組で用いら
れるような演出は，「科学」「歴史」「紀行」「音楽」

「ドキュメンタリー」…といった番組ジャンルを
乗り越えて浸透し，近年ますますその傾向は強
まっている。情報・バラエティー番組を分類す
ることはもちろん，そもそもその番組は情報・
バラエティー番組なのか，といったことですら
定義することが難しくなってきている。そのた
め，情報・バラエティー番組の演出傾向につい
て，漠然としたイメージでは語られることはあっ
ても，明確な数字のデータとして分析されたこ

番組の演出は，漠然とイメージとして語られることはあっても，具体的に数値の形で示されたり，可視化された図
式の形で表されることはとても少ない。そこで今回，ゴールデン・プライムタイム帯に大きな割合を占める情報番組・
バラエティー番組を対象に，あえて番組の表面上に現れた客観的に「数値化できる」「演出要素」だけを拾い上げ，

「定量的」な分析をすることを試みた。あわせてテキストマイニングやネットワーク分析などの新たな手法によってスタ
ジオの出演者の関係性を明らかにすることを試みた。その結果，面白さを表現するための演出傾向がいくつか数字
の形で見えてきたほか，スタジオの出演者による会話のやり取りや，「仲間の輪」をつくる「親しみの演出」を，可視
化することができた。一方では，サンプル番組の選び方に課題が残ったほか，個別の番組の演出手法の評価にま
では踏み込めないという，今回の定量分析の限界もまた浮かび上がってきた。

調査研究ノート

情報・バラエティー番組の演出要素
定量分析の試み
～プライムタイム番組の分析調査から～
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にまで踏み込んだものとなっている。対象とし
た149本の番組のコーディングにあたっては，
NHK放送文化研究所の3人の研究員にそれぞ
れ男女1人ずつのコーダーがつき，専門性と客
観性の確保を図ったことが記されている。

この研究では，まず数値で番組をとらえる
ために，何度もフィードバックを行いながら「定
義」を試みている。さらに番組の全面におい
て調査と分析を試みているため，膨大な作業
量がかかっていると思われる2）。

 2. 調査の概要

調査のねらいと方法
今回の調査は，民放の情報・バラエティー

番組からその演出の長所を探るために，民放
番組の演出の特徴を浮き彫りにすることを目的
とした。

調査では，あえて番組の内容やテーマ，演
出の意味などにはこだわらず，番組の表面に現
れた「演出要素」を数値化し，定量分析を行う
ことにした。その上で，定量分析の内容をより
深めるために，テキストマイニングやネットワー
ク分析などの手法による分析も試みた。

調査においては先行研究 3）を参考とした上
で，バラエティー的な演出がその他の番組に
一層浸透した，その後の10年間の番組演出
の変遷を意識したものにした。また，新しい
手法を開発しながら並行して調査・分析を行
うため，臨機応変に対応できるコンパクトな体
制をとった。

調査項目は，誰が調査しても同じような結
果になるように，できるだけ数量的に判断しや
すいものとし，今後こうした番組内容分析を機
動的に行うときに，役立つ形を目指した。

なく，できるだけスタジオやVTR，テロップな
ど番組の表面に現れた，「数値化」できる「演
出要素」を共通の「モノサシ」として「定量分
析」を行い，その特徴を探ることにした。

この調査・分析は番組を改善するための
NHK内での報告と，新しい調査手法の開発を
主たる目的として行った。研究を進めていくと，
この調査手法による様々なメリットと限界がと
もに浮かび上がってきた。今回は，調査・分析
に当たって試みた新たな手法や取り組みのプロ
セスと，そこから見えてきたものについて報告
する。

 1. 先行研究について

情報番組やバラエティー番組を対象とした定
量分析の先行研究は数少ないが，代表的な研
究としては，友宗・原・重森「日常感覚に寄り
添うバラエティー番組～番組内容分析による
一考察～」（『放送研究と調査』2001年3月号）
がある。

この研究では，バラエティー番組をまず「演
技中心のもの」「台本によらず現実に何かをす
る“リアル”なもの」「情報を伝えるのにバラエ
ティーの体裁をとっているもの」に3分類してい
る。その上で番組で扱う内容，プロや素人の
出演者の顔触れや役割，トークの中身や絵作
りの方法などの演出の要素に細分化して分析
を行っている。その中から日常生活や視聴者
個人に高度に寄り添うことで，笑いやためにな
る情報を求めるニーズにこたえ，高い視聴率
を得ているバラエティー番組の姿を描き出して
いる。

設問内容は番組演出の分類にとどまらず，
コーダーによる細かな印象・ニュアンスの判定
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仮説の設定と調査項目の選定について
仮説の設定にあたっては，まず民放のプラ

イムタイムの情報・バラエティー番組を多数視
聴した上で，スタジオ・テロップ・出演者など
の演出要素についておよそ80の特徴をリスト
アップした。それらをベースに演出傾向として，
大きく4つの「仮説」を導き出した。設定した
仮説は以下のとおりである。

①「つかみは早く」「一瞬見てわかりやすく」す
る演出が多い。

②「つかんだ視聴者は離さない」様 な々工夫が
ある。

③結果ではなく「プロセスで見せる」番組が
多い。

④「仲間」「つながり」を感じさせる親しみの
演出で視聴者を取り込んでいる。

この「仮説」を検証するために仮説の下にそ
れぞれ3つ程度の「小仮説」を配し，数値で
象徴的に表すことができると思われる調査項目
を選定した（仮説と調査の設計の詳細は表1

参照）。
調査項目を選ぶにあたっては，スタジオ・テ

ロップ・出演者など演出要素がまんべんなく網
羅できるように配慮した。その上で，その「仮
説」「小仮説」がNHK・民放の番組それぞれ
にどの程度あてはまるか（あてはまらないか）
を見ていくこととした。

調査項目は，番組の放送日や放送時間，番
組の長さなどの基本的な属性のほか，番組を
構成する演出要素である。仮説に基づき，そ
れぞれに対応する演出要素の有無や頻度など
をコード化した。

また，演出要素によっては，内容について
記述し，集計結果を分析する際の参考とした。

調査した主な演出要素と，その調査項目（具
体例については一部抜粋）は下記のとおりであ
る。

（1）スタジオ
・スタジオの時間の長さ（番組内の割合）
・セットのベースとなる色
・「ひな壇」の有無とその人数

（2）テロップ
・ゲスト紹介のテロップの仕方
・「今やっていること・話していること」を

どの程度テロップしているか
・発言なぞりの頻度
・「窓ワイプ」での出演者の顔だしの頻度

（3）出演者・観客など
・出演者の人数，名前，職業，番組での役割，

衣装など（出演者の名前や衣装について
は言葉による記述とし，別途集計した）

・観客の有無とその人数
（4）演出の手法

・1 カットの長さ
・音楽や効果音の量
・体験やプロセスを見せる番組か，結果や

演技などを見せる番組か
・「クイズ」「カウントダウン」「ランキング」

などの演出があるか
（5）「仲間感」や「つながり」を感じさせる演出

・MCは（例えば「嵐」などの）グループか
・「レギュラー陣・準レギュラー陣」はいるか
・お互いにどのように呼び合っているか（呼称）
・話し方にはどの程度の「距離感」があるか
　（敬語やいわゆる「タメ口」などの話し方）
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調査項目の選定と定義の問題
設問および選択肢の定義および数値化の基

準設定においてはいくつかの工夫を必要とし
た。具体的には次のようなものである。

1）「出演者」については，番組の中で重要な
役割を果たし，明らかに出演者と定義でき
る人から，「街角でインタビューに答える人」

「ドラマ的に再現したVTRの俳優」「医療
情報を伝える番組の被験者」など幅広い。
この場合，視聴者の実感に近いと思われた
ことと，コーディングをする上で，具体的に
名前で特定し，職業や衣装，番組での役
割などを記入する必要性から「テロップま
たは音声で紹介された人」を出演者とする
と判断し，定義づけを行った。

2）出演者の衣装のように選択肢がとても多岐
にわたったものについては，服装の種類別
に言葉で記述し，分類を試みた。しかし「Ｔ
シャツ」と「カットソー」をどう見分けるか，
同じ範疇に入れるべきかなど判断をつけか
ねるケースがとても多かった。そのため服
装のカジュアル度を見るための分析項目は，
スーツを着ている人の割合がどの程度を占め
るかという指標に代表させることにした。こ
の場合，スーツとはカジュアルジャケットにネ
クタイといったものは含まず，あくまでも誰が
見てもスーツだというものに限定した。

3）「発言をなぞるテロップの頻度はどの程度
か」「笑いの量はどれくらいか」といった頻
度については，実時間を計るような計量で
はなく，番組中にどのくらいの割合を占め
ているかという主観的なコード化を行った。
例えばテロップの場合，複数のテロップが
頻繁に出入りし，具体的に計量することが

困難である。
そのため，発言をなぞるテロップがほとん
どすべての場合に表示されていれば，「ほ
とんどこまめに」とし，そこまでいかなく
ともかなり多い場合を「ほぼ」とするなど，
番組の視聴実感・制作実感に近い形の選
択肢を設定し，実用に生かしやすいように
意識した。

4）調査項目の中には「本音でトークしているか」
のようにコーダーの主観が排除しにくく，数
値化にはなじみにくいものもある。しかし，
番組を全体的に把握する際の参考とするた
め，あえて残すこととした。定量分析を行
うにあたっての課題として残っている。

分析対象番組
分析の対象としたのは，2011年11月14日

（月）から20日（日）までの1週間のプライムタ
イムに放送した番組（19時～ 23時までの間の
放送を主とするもの）である。1週間としたの
は一通りの定時番組がほぼ出そろうと考えた
からであり，この時期を選んだのは特別編成
などがなく比較的編成が安定していることと，
NHK放送文化研究所ではこの時期に視聴率
の調査を行うため，あわせて分析できると考え
たためである。対象としたのはニュース・報道
番組，ドラマ，映画，スポーツなど明らかにつ
くりの違う番組を除くすべての一般番組とした

（民放77番組・NHK10番組　計87番組）4）。
民放の番組については情報・バラエティー色

が強いものがほとんどだが，NHK番組につい
ては自然・歴史など他のジャンルの色の濃いも
のも多い。実際にジャンルの分類もしてみたが

「情報・バラエティー番組」の定義を狭く取ると，
NHKの対象番組が4本と極端に少なくなって
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しまい，比較対照することが難しくなってしま
う。できるだけ広範な番組を対象にすることで，
プライムタイムの番組全体の演出傾向のすう勢
を探ることにした。

サンプルとする番組の選び方や量を検証する
のも今回の研究の目的であり，今後へ向けた
課題でもある。

調査方法の設計　
実際の調査・分析にあたっては仮説を調査

項目に置き換えたコーディングを行ったほか，
その内容をより深めるために，付随していくつ
かの調査・分析を行った（具体的な内容につ
いては3章で記述）。
①コーディング調査

全87番組について基本的な番組の属性
（放送日や放送時間やタイトルなど）のほか，
VTR・スタジオ・出演者や衣装，テロップなど
の演出について，表面に現れたおよそ40項目
についてコーディングを行った。

およそ40項目としたのには理由がある。分
析を行うためにはできるだけ多くの調査項目が
ほしいが，あまりに調査項目が多いとコーダー
の負担が高まり，調査のスピードが落ちてしま
う。いくつかの番組を実験的にコーディングし
てみたところ，コーダーが調査にあたって正確
かつ効率的に作業できるのはおよそ40項目と
考えた。

一般的なコーディング調査のほかに，動画
分析ソフトを使い 5），1分単位で番組をコーディ
ング調査した。番組の特徴的な演出要素が，
開始後何分ごろどのように表れているかを可視
化して分析するためである。調査は試験的に
NHK・民放番組の中から5番組を選んで行っ
た 6）。

②カット表分析

コーディング調査の結果を補うために，
NHK・民放の人気10番組を選定し7），番組
の完成台本のレベル（1カット・1コメントの単
位）まで書き起こし，分析を試みた。主にスタ
ジオでの演出の設計を分析するために用いた。
テキストマイニング（文章の解析）によって会話
の親しみやすさや笑いの出現頻度を探ったり，
ネットワーク分析の手法を使ってスタジオでの
出演者同士の会話の流れを分析するなどした。

コーダーの選定
番組のコーディングにあたっては，基本的に

は複数のコーダーが視聴した上でコーディング
し，一致度を見るなどして記入した内容の客
観性を担保する必要がある。しかし，今回は
新しい調査・分析手法の開発を主な目的とし，
調査を行いながら随時，質問内容や選択肢，
分析方法の工夫を行うため，作業は必要最小
限とすることにした。

前記①のコーディングの作業と②のカット表
の書き起こし作業については，通常はテレビ
番組のメタ情報（番組の出演者や内容など番
組検索用の文字情報）を書き起こしている会
社の女性ベテランスタッフに委託した。

コーディング作業の精度については，事前に
サンプリング調査で信頼性が高いことを確認し
た。その上で，判断に迷うケースについては研
究員である筆者に判断を仰いでもらうことにし
た。ちなみに筆者は男性で，情報番組の現場
を中心に20年以上の番組制作経験を持ってい
る。コーディング等の結果についても筆者が随
時チェックを行った。
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 3. 調査・分析の展開

3-1　コーディング調査
「NHK と民放の演出の違いは何か」
単純集計による比較

集計にあたっては，NHKと民放の演出要
素の出現の程度を比較するという形を基本と
した。

結果の一例を見てみる。＜仮説1＞の「つ

かみは早く」「一瞬見てわかりやすく」の象徴と
して調べた調査項目「今やっていること・話し
ていることをどの程度テロップしているか」に
ついてのデータである（図1）。

民放では，91％の番組で「ほとんどこまめに
（100％近く）」今やっていること，話している
ことをテロップしていることがわかる。視聴者
は番組のどこから見てもその番組にすんなりと
入っていきやすいようになっている。

仮説 小仮説 主な調査項目 コーディング
調査 追加分析

＜仮説１＞

「つかみは早く」
「一瞬見てわかりやすく」

番組のどこから見てもわかりやすいように内容を
頻繁に表示しているのではないか？

「今やっていること・話していること」
のテロップの頻度 ○ カット表

分析

注目をひき，聞き逃しを防ぐために頻繁に発言内
容を表示しているのではないか？ 発言なぞりのテロップの頻度 ○ カット表

分析

早く視聴者をつかむため，すぐに本題に入りたい
という意図が，簡潔な紹介テロップに現れている
のではないか？

ゲスト紹介のテロップの仕方
（「まとめて紹介」か「１人 1 人丁寧に」
かなど）

○ カット表
分析

人目をひく服装をしていることで，番組上の役割
もわかりやすくしているのではないか？ 出演者の役割と衣装の種類，色使い ○

＜仮説２＞

「つかんだ視聴者は離さ
ない」

一度見たら，先を見るまでやめられないような仕
掛けをしているのではないか？

クイズ，ランキング，カウントダウンの演出
ハプニング感，ハラハラ感の演出の有無
BGMや効果音の量

○

人気者の顔で継続的に視線を集め，ライブ感で
関心をひき続けようとしているのではないか？ 「窓ワイプ」の頻度 ○

短いカットを重ねて，目をそらされないようにして
いるのではないか？

１カットの長さ，シーン展開の速さ
（コーダーの判断） ○ カット表

分析

＜仮説３＞

「プロセス重視型の番組
が増えている」

プロセスの面白さで見せようという番組が多いの
ではないか？

体験やプロセス・トークなど過程と，事
実や演技など結果のどちらを重視して
いるか（コーダーの判断）

○

笑いやトークの面白さで興味をひき，見せようとい
う番組が多いのではないか？

「雑談」や「楽屋落ち」の割合
（コーダーの判断）
面白い「失敗」シーンの有無

○

本音のトークで，視聴者をひき付けようとしている
のではないか？ 本音のトークの有無（コーダーの判断） ○

＜仮説 4 ＞

「仲間」や「つながり」な
ど，親しみの演出で視聴
者を取り込む

出演者の数の多さが，賑やかさや楽しさにつな
がっているのではないか？ 出演者の人数 ○ ネットワーク

分析

リアルな「仲間」がいることが，番組の親しみや
すさにつながっているのではないか？

MCがグループの割合や「レギュラー陣」
「準レギュラー陣」の割合 ○ ネットワーク

分析

観客がいることが，賑やかさや視聴者の参加感に
つながっているのではないか？ 観客の存在，その人数 ○

呼び合い方や話し方で，親しみやすさを表してい
るのではないか？

お互いにどう呼んでいるか（呼称）
話し方の親密度（タメ口や敬語など） ○ テキスト

マイニング

笑いの量が多いことが，賑やかさや親しみやすさ
につながっているのではないか？ 笑いの量と出現頻度 ○ テキスト

マイニング

表 1　設定した仮説と調査の設計項目
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個別に番組を見てみると，NHKでも情報性・
バラエティー性が強い番組にその傾向が強い。

漠然と感じられていたプライムタイムにおけ
る情報・バラエティー番組の演出のイメージが，
一面ではあるが数字としてクリアに浮かび上
がったといえよう。ただ，対象とした番組には
様々な分野や内容の番組があり，一概に「良
い番組」や「視聴者を獲得できる番組」を作
るためにはこのようにテロップを増やせばよい
ということはできない。先述したようにNHK
の対象番組には科学や歴史，音楽などの専
門性の高いものも幅広く含まれており，バラエ
ティー色の強い番組の多い民放と比べるとき
に考慮に入れる必要がある。

出演者の衣装については，意外なデータが
得られた（図2）。

バラエティー色の強い民放の方が，お堅い
と言われがちなNHKよりスーツを着ている出
演者の割合がずっと多かったのである。個別
の番組を見てみると，親しみやすさを求めて
カジュアル志向があるNHKに対し，民放はア
ナウンサーや大物芸能人のMCなどがスーツ
を着て，役割分担を明確にしている傾向があ
るようだ。

衣装が番組について果たす役割については，
さらに個別の研究で掘り下げてみると，興味深
い結果が見えてくると思われる。

図 1　今やっていること・話していることをテロップしているか

【 民放 】

【 民放 】

【 NHK 】

【 NHK 】
図 2　衣装のフォーマル度

スーツスーツ  

その他

スーツ
ほとんど
こまめに
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ほぼ
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その他
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3-2　動画分析
演出要素の出現度合いを見る

今回の調査では，情報・バラエティー番組の
演出要素を見ていく上で，どのような演出が行
われているかということのほかに，どのような
現れ方をしているのかについても調べることに
した。

動画分析ソフト8）を使って人気番組の特徴を
1分ごとにコーディングして記録し，番組の中
でいつごろどのように演出要素が出現するのか
を記録したのである。

対象としたのは，NHKの演出と最も違いの
見られた演出要素が多かった日本テレビの，人
気バラエティー番組である。

ちなみにNHKと比べたときの日本テレビの
演出の特徴は今回の調査項目の中で見ると，
・「雑談」が多い
・「発言なぞり」のテロップが多い
・「笑い」が多い
・呼び合い方に親密感がある
・カットが短い

・「窓ワイプ」が多い
・�出演者をテロップでまとめて紹介することが
多い

である。
演出要素がどのように現れたのかは画面上に

時間軸（横軸）とともに表示することができる。
図3は日本テレビの人気テレビ番組「世界の

果てまでイッテＱ！」の分析結果の一部である。
これを見ると，特徴的な演出が番組の冒頭

からほぼ全編にわたって頻繁に現れていること
がわかる。

それぞれの演出要素がどのように出現するの
かは番組によって差があり，わかりやすく可視
化して整理するには有効な手法の一つだろう。

3-3　カット表分析
定量分析で行われたデータが具体的にどの

ように番組に現れているのか，主にスタジオの
雰囲気や出演者同士の関係性を分析するため
に，番組を台本のレベルにまで書き起こした
カット表を作成し，分析を行った。

図 3　動画分析ソフト（サンプル画像・左上）と
コーディング結果の例（「世界の果てまでイッテ Q!」2011 年 11 月 20 日　日本テレビ）
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スタジオの「親しみやすさ」は
　　　　どのように演出されているのか

前掲の＜仮説4＞では，民放の番組は親し
みの演出で視聴者を呼び込もうとしていると考
えた。コーディング調査では「愛称や下の名前
が中心の呼び方（呼称）」で，さらに「いわゆる

『タメ口』など友達風の話し方」で親しみを演出
している様子が見てとれた（図4，図5）。

テキストマイニングの試み
出演者同士の関係性がスタジオの会話の中

でどのように表れているかを読み解くために，
テキストマイニング 9）の手法を使い，頻出語句
や喜怒哀楽の現れ方，センテンスの長さなどに
ついても調べた。

呼び合い方（呼称）については「ちゃん」「さ
ん」「先生」などの言葉が付いているものにつ
いては拾い上げやすかったが，呼び捨てにつ
いては課題が残った。名詞が人の名前なのか
そうでないのかを文字から判断するのが難し
いからである（例えば「上野」は地名か人の名
前かこの2文字だけではわからない）。日本で
多い名字のトップ10を当てるクイズで「呼び捨
て」の件数がはね上がった番組があるなど笑
い話のようなケースもあった。

話し合い方の親密感については，当初，敬
語表現や「です」「ます」などの話し言葉の語
尾の表現を拾うことで指標とできないかと考え
た。しかし，語尾の表現は実に多岐にわたる
ので，話し方の丁寧さ，親しさの加減などは判
定することが難しかった。

喜怒哀楽については，感情を表す言葉が多
岐にわたることや顔の表情だけに現れることも
多いことから，言葉からその出現頻度を導き
出すことは難しかった。

ただ，笑いについては最初からぜひ測定し
たいとねらいを定めていたことから，出現した
際にはカット表に「◎」と記号で入力すること
にした。その出現回数を5分おきに数えるこ
とで，時系列での現われ方を数値化すること
ができた。その結果，演出や内容などの他の
要素と笑いの関係を分析する手がかりが得ら
れた。

図 4　お互いにどのように呼んでいるか（呼称）

図 5　話し方の距離感は

肩書きで呼ぶなど
堅苦しい感じ

「～さん」「～くん」
など軽い敬称つき

愛称・下の名前
などが中心

0%
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スタジオがない番組を含むため，合計が 100％にならない（下図も同じ）
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表2を見ると，多くの出演者がたたみかける
ように冗談を言い，笑いが起きている様子がわ
かる。コーディング調査でも，情報・バラエティー
番組では少なくとも「要所要所で笑いがある」
ことが特徴となっている。

カット表の笑いの出現を数えてみると図6の
ようになる。番組の冒頭から「笑い」を多用し，
番組にひき込んでいる様子がわかる。また，い
くつかの番組を分析してみたところ，いずれの
番組も笑いの回数は一定ではなく，いくつかの
山に分かれている。それも必ずしも番組のヤマ
場のシーンではなく，その前の「盛り上げ」や，
だし物とだし物の間の「つなぎ」などとして潤滑

カット表 番組名：スター☆ドラフト会議（22:00 ～ 22:54）
№ 枝番 Time Comment Telop

発言者 内容 下段
896 22:32:54 ひな壇 A 好きなお笑い芸人さんとか 好きなお笑い芸人は？
897 897-1 22:32:56 ひな壇 A 一応　ちょっと 好きなお笑い芸人は？
898 897-2 22:32:56 MC ① なるほどね 好きなお笑い芸人は？
899 22:32:59 MC ① なんかいますか
900 22:33:01 女子高生ゲスト えっと　MC の２人です　◎ MC の２人
901 22:33:04 ひな壇 A ◎　大丈夫だ！ MC の２人
902 902-1 22:33:07 ひな壇 A 大丈夫
903 902-2 22:33:07 ひな壇 B 完全に
904 22:33:08 ひな壇 B 言わされてる 大丈夫です
905 22:33:09 MC ② 彼女はおそらく　やっていける　◎ 彼女はおそらく　やっていける
906 22:33:11 MC ① ◎　急に　「番組名」とかに 急に「番組名」に座ってる
907 22:33:14 MC ① 座ってると思う　◎ 急に「番組名」に座ってる
908 22:33:16 全員 ◎

909 22:33:18 ひな壇 C 何年かかったと 何年かかったと思ってるんだ！
910 22:33:19 ひな壇 C 思ってるんだ　◎ 何年かかったと思ってるんだ！
911 22:33:21 MC ① お前　来週からいいや　 お前　来週からいいや
912 22:33:23 MC ② ◎　彼女見つけたから
913 22:33:25 ひな壇 C 何年かかったと思ってるんだ　◎ 何年かかったと思ってるんだ！
914 22:33:27 全員 ◎ 何年かかったと思ってるんだ！
915 915-1 22:33:29 ひな壇 B 高校生ですよ
916 915-2 22:33:29 ひな壇 C 怒るよ！冗談じゃない 怒るよ！�冗談じゃない
917 22:33:33 MC ① いいところをお願いします　ひな壇 Cさん
918 22:33:35 ひな壇 C もしですよ
919 22:33:36 ひな壇 C 好きな人が出来た時に　デビューが決まったとします 好きな人が出来た時にデビューが決まる
920 22:33:40 ひな壇 C それでもあなたは
921 22:33:41 ひな壇 C 大好きな人を蹴って 大好きな人を蹴ってアイドルの道に進む覚悟は？
922 22:33:42 ひな壇 C アイドルという道に進む覚悟ができていますか 大好きな人を蹴ってアイドルの道に進む覚悟は？
923 923-1 22:33:45 女子高生ゲスト あ　大丈夫です 大丈夫です
924 923-2 22:33:45 MC ①・観客 えー！ 大丈夫です
925 22:33:48 MC ② 恋愛よりアイドルを優先する？ 恋愛よりアイドルを優先？

表 2　「スター☆ドラフト会議」（2011 年 11 月15 日　日本テレビ）を起こしたカット表

図 6　スター☆ドラフト会議の笑いの出現回数の推移
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油の役割を果たしているケースが多いようだ。
「笑い」は情報・バラエティー番組にとってと

ても重要な演出要素である。今回可能性とし
て感じたのは，「笑い」が果たしている役割か
ら逆に「情報・バラエティー番組」が定義づけ
られないか，ということである。例えば定義
づけを行う際に「＜少なくとも要所要所で＞笑
いのある番組」「番組の展開に笑いを活用して
いる番組」などという項目を選定要素として用
いるのである。

課題となっている定義づけの問題について，
一つのヒントとなるだろう。

このほか，「驚き」については「あっ」とか「お
お」などの間投詞を検
索することで一定程度
に時系列的な出現頻度
を拾い上げることがで
きた。

人気番組ならではの
言葉の傾向を拾い上げ
ようとしたが，サンプル
数が少ないため，対象
とした日の番組のテー
マにかかわる言葉が頻
出し，うまく導き出すこ
とができなかった。サ
ンプル数を増やすこと
はもちろんだが，番組
ならではの常用句や複
数の言葉の係り受け
の関係に着目するなど
キーワードの仮説を導
き出していくことが次
の課題である。

ネットワーク分析
スタジオでの話の展開や雰囲気を把握する

ためにはネットワーク分析の手法も使った。
ネットワーク分析は社会科学から自然科学

まで幅広く分野横断的に用いられる手法であ
るが，最近ではメディア研究者により，SNS

（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に
おける人のつながりの分析などに使われてい
る。

この手法を使うことで，番組におけるMC
の影響度の強さや出演者同士の関係性，話の
展開の広がりなどを把握することを試みた。

特徴的だったのは，民放の情報・バラエ

図 7　＜発言のネットワーク図＞ 「行列のできる法律相談所（スタジオ部分を抜粋）」
（2011 年 11 月 20 日　日本テレビ）

※出演者名などは番組での役割におきかえて記載（図 8 も同じ）
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ティー番組におけるMCの発言
割合の少なさと，多くの出演者
による（MCを介在しない）同
時多発的な発言の多さである。

図7は「行列のできる法律相
談 所」（2011年11月20日　 日
本テレビ）のスタジオの出演者
の関係をネットワーク分析の手
法で可視化したものである（発
言者から伸びる線が太いほど
発言回数が多く，距離が近い
ほど関係性が強いことを示して
いる）。

男性と女性のMCを結ぶ線
がやや太いものの，出演者の
間で会話が同時多発的にまん
べんなく進んでいることがわかる。レギュラー
のお笑い芸人を中心とした「ひな壇」のタレン
トが，＜仮説4＞で想定した「仲間の輪」を
形成し，「つながり」や「親しみ」の演出をし
ている様子もうかがえる。この回のみのゲス
トもこの「仲間の輪」のなかにうまく取り込ん
でいることも，図を見るとよくわかる。

これに対し，「ためしてガッテン」（2011年11
月16日　NHK）を見てみると（図8），MCの
影響度が高いのがわかる。

男性と女性のMCの2人の間を中心にトーク
が繰り広げられ，3人のゲストがほぼ等間隔に
並んでいる。解説する医師との間にはやや太
めのコミュニケーションが成立している。この
回のテーマは「腰痛」である。医学情報を面白
くなおかつ正確に伝えるために，MCによる情
報提供と，医師による解説を重視したためで
あろう。この番組では，街頭でフリップを使っ
たアンケートを行ったり，医師と15人の被験者

に一室に集まってもらったり「疑似スタジオ」的
なロケを行っているため，スタジオの出演者の
少なさを感じさせないつくりとなっている。

ネットワーク分析では番組のスタジオ部分の
演出の設計がどのような意図で行われている
のかを図式化して表すことができる。また，演
出のねらいがどの程度成功しているのかを確
かめることもできる。

番組ごとにこうした分析を重ねていけば，さ
らに深くスタジオ演出について知ることができ
る可能性がある。

 4. これからの課題と研究の方向性

対象番組の選定の問題
今回の調査の一番のねらいは，細かく定義

することの難しい情報・バラエティー番組につ
いて，ジャンルや内容，テーマなどにこだわら
ず，客観的に数値化できる演出要素だけを取

図 8　＜発言のネットワーク図＞ 「ためしてガッテン（スタジオ部分を抜粋）」
（2011 年 11 月16 日　NHK）

MAY 2013
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り出して，現在の番組群の姿をあぶりだすこと
にあった。調査では，NHK・民放の番組群が
プライムタイムの時間帯においてそれぞれどの
ような演出要素を持っているのか，その一面を
うかがい知ることができた。

その一方で，「情報・バラエティー番組」の
定義をニュースやドラマ・アニメなど「でない」
番組と幅広く取りすぎたため，全体のデータの
中で個別の番組がどのような位置づけにある
か，その関わり合いを見たり，番組同士を比
較することは難しかった。

今回，分析の対象をかなり幅広く取り，多
くの手法を分析に用いたのは，あらゆる可能
性を探るためであった。今後はこの中から研
究テーマや対象番組を絞り込み，選んだ番組
が何を代表しているのか，何を比較するのか
を明確にした研究を行っていきたい。対象番
組として同じようなつくりのものをいくつか選
び，一定の期間を追跡したり，演出要素（ス
タジオなど）を絞り込んで分析したりすること
を考えている。

新しい研究の可能性
今回の調査・分析では，テキストマイニング

やネットワーク分析，動画分析ソフトなどの活
用を試みた。その成果は可能性の一端を垣間
見るにとどまったが，これらの調査・分析をさ
らに深め，うまく生かしていくことで，番組の
新しい姿が立ち現れてくる可能性を感じること
ができた。

例えばネットワーク分析をさらに生かしてい
けば，1つの番組の中での出演者同士の関係
性だけでなく，番組同士の相互の関係も可視
化していけるのではないだろうか。番組のテー
マや扱っている内容，演出の共通性や，いく

つかの番組間での視聴者の流れなどの関係性
の情報を図式化することで，さらに多くの知見
が得られることも期待できるだろう。公共放送
としての番組の多様性を見ていくこともこれか
らの研究の方向性として考えている。

テクノロジーの進化や新しい手法の登場で，
番組内容分析の方法も今後さらに新しい展開
を見せるだろう。これからも，様々な角度から
研究を一歩ずつ積み上げていきたい。

（こが ただみち）

注 :
1）対象とした番組については「分析対象番組」の項

（P71 ～ 72）を参照

2）このときの作業を整理した資料として，原「調査

研究ノート　バラエティー番組の“内容分析”」

（『放送研究と調査』2001 年 5月号），友宗・原・

重森・高橋「夜間 547 番組のタイプ別整理～新し

い分類法への試み～」（『放送研究と調査』2000

年 11 月号）がある。

3）上記 2）のほか，番組のコミュニケーション内容（映

像・音声・内容など）をシンボル的な演出要素（出

演者の仕事や役割，発話者や話し方）などにコー

ド化し，抽出する方法は先行する研究事例の多

いニュース分析に学んだ（小玉美意子編『テレビ

ニュースの解剖学』（2008　新曜社）など）。また，

後述する仮説の設定や，新しい調査手法を試み

るにあたっては，情報・バラエティー番組の分

析はもちろんドラマの分析なども参考とした（藤

田真文・岡井崇之編『プロセスが見えるメディア

分析入門』（2009　世界思想社）第 3 章，4 章，

6 章など）。

4）NHKの対象番組「鶴瓶の家族に乾杯」「ためし

てガッテン」「NHK 歌謡コンサート」「地球イチバ

ン」「歴史秘話ヒストリア」「キッチンが走る！」「ブ
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ラタモリ」「世界ふれあい街歩き」「プロフェッショ

ナル　仕事の流儀」「ダーウィンが来た！生きもの

新伝説」

民放の対象番組（一部抜粋）「行列のできる法律

相談所」「世界の果てまでイッテＱ！」（日本テレ

ビ），「Ｑさま!!�」「お試しかっ！」（テレビ朝日），「ぴっ

たんこカン・カン」「ひみつの嵐ちゃん！」（TBS），

「開運！なんでも鑑定団」「ガイアの夜明け」（テレ

ビ東京），「ネプリーグ」「ホンマでっか ! ?�TV」（フ

ジテレビ），スポーツ中継（プロ野球の日本シリー

ズ）などで休止となった番組については翌週の

番組を代替とした。

5）NVivo9 を使用。動画をテキストや静止画像と共

に同じソフトで使用できる。動画の内容をメモし

たり，多人数で作業を行ったときにそれぞれが集

めた各種のデータを整理したりするのに使う。

6）NHKの番組と，統計上 NHKとの演出要素の違

いが最も多くの項目で出た日本テレビを中心に比

べた。

「ためしてガッテン」（NHK），「行列のできる法律

相談所」「世界の果てまでイッテＱ！」「スター☆

ドラフト会議」（日本テレビ），「ネプリーグ」（フ

ジテレビ）

7）視聴率の高い番組を中心に NHK・在京民放各

局から1 局最低 1 本，新番組からも1 本を入れ

ることを基準に選んだ。

「ためしてガッテン」「ブラタモリ」（NHK），「スター

☆ドラフト会議」「行列のできる法律相談所」「世

界の果てまでイッテＱ！」（日本テレビ），「Ｑさま !!」

（テレビ朝日），「ぴったんこカン・カン」（TBS），「開

運！なんでも鑑定団」（テレビ東京），「ホンマでっ

か ! ?�TV」「ネプリーグ」（フジテレビ）

8）注 5 参照

9）True�Teller�V.7.0（野村総合研究所）を使用
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