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NHK放送文化研究所（文研）は，完全デジタ

ル時代に向け，信頼できる確かな情報・コンテン

ツを提供していくために，次の 3つのテーマに重

点を置き調査・研究を実施した。

(2009年度調査・研究の重点項目）
①メディアの多様化，グローバル化の中で放送が
果たす役割の調査・研究
NHKオンデマンドがスタートする中，放送通

信融合時代の公共放送の役割・あり方を改めて検

証し，デジタル時代の新サービスの可能性やその

ための財源の確保・制度面の変更など，放送が抱

えるさまざまな課題を探った。

②コンテンツの質を高め視聴者の信頼と期待に応
えるための調査・研究
メディア環境が大きく変容する中，放送に対す

る満足度や期待・意向を調査分析，また次世代層

や新高齢層などのメディア意識を多面的・重層的

に検証した。同時に，多メディア時代における放

送のジャーナリズム機能を探る研究を推進した。

③社会と文化の発展に貢献する調査・研究や新し
い調査手法・研究テーマの開発
子どもとメディアの関係を科学的に研究する長

期プロジェクトの中間総括，映像アーカイブの研

究・教育分野での有効活用に向けた調査・研究な

どを実施。また，個人情報保護や権利意識が高ま

る中，迅速性やコストの観点も踏まえて時代の変

化に応じた調査手法の改善・開発を進めた。

海外メディア・デジタルコンテンツ

Ⅰ．海外メディア研究

1．公共放送総合研究

NHKをはじめ世界の公共放送は，テレビ番組

をオンデマンドで視聴できるサービスを含め，広

範なインターネットサービスを行っている。こう

したサービスは，公共放送の番組やサービスへの

接触率を向上させるだけでなく，融合時代におけ

る新たな公共圏構築の可能性を持っている。例え

ば，公共放送の使命の 1つに，多様化・分散化す

る現代社会における包括的社会や民主的な意見の

形成があげられるが，テレビ番組視聴の「共有体

験」がその媒体となると考えられている。そのた

め，番組のオンデマンドサービスを通じた個別的

時差視聴の拡大を共有体験につなげるための仕掛

けを探る研究を継続的に行っている。この一環と

して，09年 3 月に「日・韓・英　公共放送と人々

のコミュニケーションに関する国際比較ウェブ調

査」を行い， 3か国のメディア利用状況と人々の

コミュニケーション空間における公共放送の役割

や存在観について分析し，『放送研究と調査』（文

研の調査・研究の成果を発表している刊行物。月

1回発行）で報告した。

{放送研究と調査』

2009年 7 月号『公共放送は人々にどのように「話

題」にされているか～「日・韓・英　公共放送と

人々のコミュニケーションに関する国際比較ウェ

ブ調査」から～』

09年 9 月号『人々の政治・社会意識とメディアコ

ミュニケーション～「日・韓・英　公共放送と

人々のコミュニケーションに関する国際比較ウェ

ブ調査」の 2次分析から～』

10年 1 月号『「孤独なテレビ視聴」と公共放送の

課題～「日・韓・英　公共放送と人々のコミュニ

ケーションに関する国際比較ウェブ調査」の 2次

分析から～』

番組レビューサイト実験「teleda」
上記の調査・研究を基盤に，NHK放送技術研

究所（技研）と共同でNHKの番組レビューサイ

ト「teleda」（通称）を実験的に創設し，被験者

によるNHKのテレビ番組のオンデマンド視聴と

番組を中心としたコミュニケーションの流れを調

査した。実験は，2010年 2 月から 3月下旬にかけ

て行い，インターネット調査会社に登録した30代

から40代の男女124人による 3 週間のteleda利用

と，利用後のオンライン・グループインタビュー

で構成した。10年度は，課題の洗い出しを行い，

2 回目の実験を行う予定である。また，10年 5 月

に開催される「技研公開2010」では，teledaの実

験と実用化に関するパネル展示と説明を技研と共

同で行う計画である。

2．海外メディア動向調査

世界各国のデジタルサービスについて，特に

アナログ放送終了状況を中心に情報収集と分析を

行った。また，インターネットの普及とデジタル

メディアの進化が各国における新聞やテレビなど

メディア企業の経営危機を招き，ひいてはジャー

ナリズムの危機を顕在化させている。こうした状

況に対し，各国におけるジャーナリズム再教育の

実情や地域メディアの維持の問題，放送制度の変

更等について現地調査を含めた調査・研究を行
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い，『放送研究と調査』に随時発表した。

{放送研究と調査』

2009年 4 月号『“品位を欠く番組”はなぜ放送さ

れたのか～BBC危機管理の問題点～』

09年 9 月号「アメリカ，地上デジタル放送へ全面

移行～ 4カ月の延期は何をもたらしたか～」

09年 9 月号『「言論の多様性」と「公正な報道」

には何が必要か～台湾旺旺集団のメディア進出を

めぐって～』

09年10月号『受信許可料はBBC以外に配分され

るのか～イギリスの公共サービス放送の将来像議

論の行方～』

09年11月号『韓国におけるメディア所有規制の緩

和』

09年12月号『ケーブル大国ドイツが直面するデジ

タル化の隘
あい

路
ろ

』

10年 2 月号『ジャーナリズム・ジャーナリスト教

育を探る～上海・復旦大学新聞学院からの報告

(上）～』

10年 3 月号『ジャーナリズム・ジャーナリスト教

育を探る～上海・復旦大学新聞学院からの報告

(下）～』

3．世界の放送通信独立規制機関

2009年 9 月に誕生した民主党政権が政権公約

(マニフェスト）に掲げた放送通信改革の中から

[独立規制機関」に焦点をあて，世界の現状の調

査・研究に着手した。先行研究を踏まえながら，

米，英，仏，独，韓，台の 6か国について概要を

まとめ，『放送研究と調査』10年 3 月号で報告す

るとともに，10年 3 月に開催した「文研・春の研

究発表とシンポジウム」では，直前の現地調査を

基に，米FCC，英Ofcom，韓国KCCとKCSC，台

湾NCCについて研究報告を行った。10年度は，

各国ごとにより詳細な分析を加えた研究報告を行

う予定である。

4．グローバル化と放送メディア

1990年代以降の技術革新に伴うグローバル化と

放送メディアに関する研究として，09年度は各国

の放送事業者による対外発信の現状と課題や，外

国人居住者の増加による国内の国際化に対応する

放送の役割について調査・研究を行った。後者の

研究については，全国的にブラジル人移住者の比

率の高い静岡県浜松市を対象に，送り手と受け手

のヒアリング調査を行ったほか，10年 3 月には国

内在住の国籍別人口上位 4か国の中国，韓国，ブ

ラジル，フィリピンからの外国人計1,000人を対

象にメディア利用やメディアへの期待などアンケ

ート調査を行った。この結果は，10年度に『放送

研究と調査』で報告する。

{放送研究と調査』

2009年 7 月号『文化発信メディアとしての可能性

～ハワイ・アジア系（日本・韓国・中国）テレビ

チャンネルの事例より～』

09年10月号『「多文化社会化」に放送はどう向き

合うべきか①～静岡県浜松市における「送り手」

調査の結果を中心に～』

09年12月号『「多文化社会化」に放送はどう向き

合うべきか②～静岡県・浜松地域における「受け

手」ヒアリング調査から～』

10年 2 月号『「対外発信強化」に動く中国～政府

のメディア政策転換が国内外に与える影響～』

5．『データブック世界の放送2010』の
編集・刊行

世界の放送制度と最新動向を集大成した『デー

タブック世界の放送』の2010年版を発刊した。

10年版は，「地上デジタルテレビ」「HDTV」

[インターネット・IPTV」「携帯端末向けサー

ビス」という先端サービス動向とアナログ放送終

了政策を重点的に調査し記述した。資料編につい

ては，08年度に新規に掲載した「世界の放送・映

像アーカイブ」について内容を充実させた。

Ⅱ．メディア動向

1．“融合”時代・放送メディアの課題と可
能性

地上放送の完全デジタル化まで 2年，残された

課題を，「日本人とメディア」に関する世論調査

や業界アンケート，ウェブアンケートとその結果

を基に展開したシンポジウムを通して，さまざま

な角度からあぶり出した。

アナログ停波に向けては，デジタル受信機器の

普及が目標を大きく下回っていることに加え，世

論調査でも，「地デジ対応はアナログ停波の時点

で行う」と答える「対応を急がない視聴者」が多

いこと，受信機器の普及や共聴施設の改修の問題

など，視聴者側の対応が必ずしも順調に進んでい

ない実態を描き出した。

また，民放テレビに見られる広告費減少を分析，

世界的な景気後退と構造的要因を検証して，放送

メディアの構造変化を探った。

地域外への情報発信，地域情報の充実や地域活
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性化，緊急報道といった分野で，視聴者・地方自

治体はテレビに高い期待を寄せているが，テレビ

局側は，地域情報の充実や情報発信についての意

識が比較的弱く，送り手と受け手との間には若干

の認識の開きがあることを明らかにした。

さらに，現在の放送法制を解析するために，歴

史的な観点から放送システムの成立過程について

放送博物館所蔵史料などを読み解き，放送・通信

融合の議論で見えてくる諸問題に対する基礎的な

理解につながる知見を提供した。

{放送研究と調査』

2009年 6 月号『アナログ停波へ厳しさ増す環境～

急がれる受信側の準備～』

09年 7 月号『岐路に立つテレビ～ピンチとチャン

スにどう対峙
じ

するのか？～』

09年 8 月号『テレビの“広告力”の現在値～広告

動向に見るテレビの構造変化～』

09年 9 月号『これからのテレビに期待されること

～地域社会貢献への道～』

09年12月号『「日本人とメディア」調査から読み

解くデジタルメディア地図2009』

10年 3 月号『電波監理委員会をめぐる議論の軌跡

～占領当局，日本政府，放送事業者の思惑とその

結末～』

{NHK放送文化研究所年報2010』

{民放ネットワークをめぐる議論の変遷～発足の

経緯，地域放送との関係，多メディア化の中での

将来～』

2．デジタルメディアの広がりと見られ方

“3-Screens”時代の先進ユーザーのメディア

の使い分けなどを探るため，ウェブ調査により海

外ドラマ，データ放送，衆議院選挙の開票速報の

見られ方を尋ね，結果を分析した。

公共放送の大きな課題である「緊急情報伝達」

のあり方が携帯ネットワークの発展でどのように

変わるか，内外の最新の動きから考察した。

デジタル技術の普及について，地上デジタル放

送日本方式の採択が相次ぐ南米の採択の経緯を探

る現地調査を行い，モバイルに強い方式であった

ことが有利に働いたことを示した。

{放送研究と調査』

09年 4 月号『視聴者はどこにいるのか～「アグリ

ー・ベティ」の顧客分析～』

09年 5 月号『データ放送の利用はどこまで広まっ

てきたか？』

09年 8 月号『警報伝達と携帯ネットワーク（上）

～同報配信と一般向け緊急地震速報～』

09年 9 月号『警報伝達と携帯ネットワーク（下）

～公衆警報システムへの新展開～』

09年10月号『米国ドラマの魅力を構造化すると～

[アグリー・ベティ」調査の特定分析～』

10年 1 月号『「政権交代選挙」報道にインターネ

ットユーザーはどう接したか～各メディアへの接

触状況を探る～』

10年 2 月号『南米における地上デジタル放送日本

方式の普及①～ペルーでの勝利が生んだ雪崩現象

～』

10年 3 月号『南米における地上デジタル放送日本

方式の普及②～すべてはブラジルの決断から始ま

った～』

3．今，ジャーナリズムはどこに向かうのか

09年 7 ～ 8 月に相次いで民放に出されたBPO

の放送倫理違反の「勧告」を受けて，そのてんま

つをまとめ，安易な情報番組への取り組み，企画

意図に沿った情報収集，映像偏重，外注制作体制

に対する問題に対処すべきであるという提言をし

た。

{放送研究と調査』

09年11月号『「真相報道　バンキシャ！」「サンデ

ージャポン」に放送倫理違反～BPO 2 委員会

が相次いで「勧告」～』

4．アーカイブスを読み解く

放送文化を語るうえで本来中心的なテーマの 1

つでありながら実施が遅れていた「テレビ制作者

の研究」の技法の開発を試みた。

{放送研究と調査』

09年 8 月号『「テレビ制作者研究」の方法と方向

～ディレクター・片島紀男の場合～』

メディア史の調査研究

1．テレビ美術の調査・研究

テレビ美術は，スタジオセット，衣装，タイト

ル，グラフィックスなどを含むもので，番組の映

像表現に不可欠な要素であるが，これまで研究対

象とされてこなかった。09年度は，このテレビ美

術に焦点を当てた研究を始めた。

『放送研究と調査』09年 6 月号「“テレビ美術”

研究への視座とアプローチ」で，研究の内容と意

義を提示した後，同11月号では，「テレビ美術か

ら見る「キャスターショー」の誕生と発展」とし

て，1970～80年代の代表的なニュース番組である
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{ニュースセンター 9 時』（NHK）と『ニュース

ステーション』（テレビ朝日）を取り上げた。こ

の中で，ともに「テレビらしい」ニュース番組を

目指した 2つの番組は，ニューススタジオをより

[本物らしい」空間にしようという設計思想にお

いて連続性が存在すると同時に，視聴者との間に

作り出した関係性に，テレビ美術的な質的転換が

見られることを指摘した。

また，2010年 3 月の「文研・春の研究発表とシ

ンポジウム」では，上述の 2つのニュース番組を

スタジオセットという側面から見るとどんな発見

があるのか等について，番組制作者やデザイナー

がディスカッションを繰り広げた。

2．放送史への証言

放送の発展に寄与した人々に苦心や工夫をヒア

リングする「放送史への証言」では，『夢千代日

記』などを演出した元NHKディレクターの深町

幸男氏に映画助監督時代の経験や，脚本家や俳優

との出会い，さらに今後のドラマづくりについて

の提言などを伺い，『放送研究と調査』で報告し

た。

{放送研究と調査』

2009年 8 月号『ドラマづくりは阿
あ

吽
うん

の呼吸』

3．『NHK年鑑2009』の発刊

NHKをはじめ，放送界の動きを正確に記録す

る『NHK年鑑』の2009年版（2008年度の記録）

を09年 9 月に発刊した。

09年版では，「国際放送の強化」を特集として

取り上げた。08年 4 月に施行された改正放送法に

基づいて，NHKが，外国人向けと邦人向けのサ

ービスを完全に分離し，特に英語による外国人向

けテレビ国際放送を強化して，字幕を含めて英語

化率100％を達成したことなど，日本とアジアの

情報を積極的に世界に発信する動きを具体的に記

述した。

4．放送番組確定表のデータベース化

文研をはじめ，編成局，ライツ・アーカイブス

センターが共同で，「放送番組確定表」（NHKが

放送した番組の公式記録）のデータベース化に取

り組んでいる。08年度には，テレビについて，

1951年12月の実験放送から現在までのすべての確

定番組表のデータが検索できるシステムを作り上

げた。

09年度には，戦後（1945年～）のラジオ確定番

組表の内容を検証・再整備する作業を開始した。

放送用語の研究

1．NHK漢字使用基準見直しと関連調査

国の文化審議会は，社会状況の変化に対応する

ため，1981年に定められ30年近く経過した常用漢

字表の改定作業を進めており，2010年中には新し

い常用漢字表の施行が予定されている。放送のこ

とばの表記は常用漢字表をよりどころにして決め

ている（『NHK新用字用語辞典（第 3 版）』）が，

この常用漢字表の改定を受けて，NHK放送用語

委員会を中心に，NHKとして放送で使う漢字に

ついての基準の改定を行うことを決めた。

常用漢字表に新たに追加される漢字の中には視

聴者にとってなじみが薄く読みにくいと考えられ

るものが含まれることから，こうした新たに加え

られる漢字を中心に文研・放送用語班で各種の調

査を行った。09年 6 月に全国 1万1,000人の高校 3

年生を対象に，読めるかどうかの調査を行ったほ

か，09年12月には，09年 2 月に続き視聴者は漢字

表記・ひらがな（交じり）表記のどちらを望むか

という世論調査を行った。また，10年 1 月には，

NHK職員のニーズを把握するため漢字・ひらが

な(交じり）のどちらの表記を望むかのアンケー

トを行い，1,387人から回答を得た。これらの調

査結果は『放送研究と調査』09年 7 月号，10月号，

11月号および10年 5 月号， 6月号に掲載するとと

もに，10年 3 月の「文研・春の研究発表とシンポ

ジウム」でもまとめて報告した。

こうした調査結果を基に，2010年度に放送用語

委員会でNHKとしての漢字使用の基準の改定を

行う。またその基準に基づき『NHK新用字用語

辞典』を改訂することにしている。

2．『NHKアクセント辞典』改訂作業

08年度から 5 年計画で『NHK日本語発音アク

セント辞典』の改訂作業を進めている。このため

の資料として09年10月に，全国のNHKアナウン

サーを対象に，イントラネットを通じて調査語の

音声を聞いてもらい放送にふさわしいがどうかを

聞く「第 2回全国アナウンサーアクセント調査」

を行った。調査語数は3,021語（6,500アクセント

型）で，調査対象の95％にあたる471人から回答

を得た。

この調査を受けて，10年 2 月に外部の専門委員

4 人を中心に「第 4 回アクセント辞典改訂専門委

員会」を開いた。その結果，このアナウンサー調
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査の結果を最大限生かしてアクセント辞典の改訂

を進めることなど，今後の改訂の方針を決定した。

調査結果の概要は『放送研究と調査』2010年 5 月

号でも報告した。アクセント辞典改訂専門委員は，

相澤正夫，井上史雄，上野善道，水谷修の各氏。

3．放送用語委員会

放送用語委員会は，09年度も地域拠点局で 8回，

東京本部で 4回実施した。

東京での放送用語委員会は，国の「常用漢字

表」の改定に伴うNHKの放送の漢字の使い方の

基準作りを主な議題に実施した。審議の中で委員

から，新しく追加される漢字について視聴者と職

員の双方のニーズを調査するよう要望が出され，

これを受けて文研・放送用語班で各種調査を実施

した。このほか放送での表記の変更についていく

つかの決定を行った。

09年度放送用語委員会の東京開催分の議題は以

下のとおりである。

«第1321回〕 09年 7 月 3 日

NHKの漢字使用について

「Broadway」のカタカナ表記について

（「ブロードウェー」→「ブロードウェイ」）

«第1323回〕 09年 9 月17日

NHKの漢字使用について

経済用語の送りがな変更について

（「終わり値・始め値」→「終値・始値」）

«第1327回〕 09年12月11日

放送で使う漢字についてのアンケート実施案

«第1330回〕 10年 2 月26日

放送で使う漢字についてのアンケート報告

アクセント辞典改訂にあたっての，ことばの

読みの変更案

地域拠点局での放送用語委員会では，放送の視

聴検討に加え，用語に関する各局からの質疑応答

や注意事項の周知などの時間をとり，内容の充実

を図った。

09年度の外部放送用語委員は，水谷修，井上史

雄，野村雅昭，天野祐吉，杉戸清樹，清水義範，

井上由美子，荻野綱男の 8氏。専門委員は，宮沢

清治，日高貢一郎，増井光子の 3氏である。

4．その他の調査・研究，現場支援

日本語共通語成立史の研究では，戦前からの放

送用語委員会の記録を電子ファイル化して保存・

整理する作業を開始した。また08年度に実施した

[放送における数字表現」に関する研究に基づき，

算用数字・漢数字の表記の原則の見直しを行っ

た。

また，放送現場への支援を強化するため，放送

用語データベースやホームページをより使いやす

いものにする検討を始めたほか，日本語をテーマ

にした2010年度の総合テレビ新番組（「みんなで

ニホンGO！」）の開発に協力した。

番組研究

1．視聴者層拡大・接触者率向上に資する調
査・研究

（1）20代男性の情報ニーズに関する分析研究
20代男性のメディア意識について，プレ調査，

定性調査を踏まえた定量調査を実施し，テレビを

中心とした情報ニーズの現状分析の結果を『放送

研究と調査』09年10月号，09年11月号で報告した。

（2）テレビ番組に対する好悪反応に関する調
査・研究

番組への表層的な反応・評価や視聴中断の原因

などを探るため，番組の断片的な映像を見せて好

悪反応を調べるホールテストおよびグループイン

タビューを実施した。

（3）小学生の子どもを持つ家庭におけるテレビ
視聴に関する研究

小学生の子どもを持つ家庭におけるメディア利

用やコミュニケーションの状況を調べるため，定

量的な調査に続き，父，母，子のそれぞれを対象

に家庭訪問によるデプス・インタビュー調査を行

った。結果の一部を，10年 3 月に開催した文研・

シンポジウム『家庭内多メディア共存時代のいま

[テレビ番組・ゲームと家族コミュニケーショ

ン」』の中で報告した。

（4）高齢者のテレビ視聴者分析
06年以来行ってきた高齢者のテレビ視聴につい

て，これまでの調査結果をまとめた論文「高齢者

とテレビ」を『N H K 放送文化研究所年報

2010』に掲載した。

（5）「出演者ブログ・スタッフブログ」の見ら
れ方に関する研究

“3-Screens”時代の放送局・制作者と視聴者

との重要な回路として，番組ホームページをより

いっそう充実させるため，アナウンサーやスタッ

フによるブログの読まれ方，改善の方向に関する

調査を実施した。
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2．地域放送に関する研究

地域向け番組に対する視聴者ニーズ把握をベー

スにした地域番組支援として，盛岡放送局18時台

ニュース番組，福島放送局金曜20時台番組につい

て調査を行った。また，これまでの地域番組調査

で得られた知見を基にした勉強会・報告会を富山

放送局やNHK放送研修センターなどで行った。

3．教育・特定対象向け番組に関する研究

（1）家庭における幼児教育とメディア利用研究
隔年で実施している学校放送利用状況調査につ

いて，10年度の実施に向けて，調査の設計・準備

を行った。特に幼稚園・保育所を対象とした調査

については，保護者，保育者，幼児教育専門研究

者対象への変更を企画しており，その予備調査と

して，幼児を持つ母親を対象に，家庭における幼

児教育とメディア利用に関する調査を実施した。

（2）乳幼児とメディアをめぐる研究動向の取材
次節で述べる“子どもに良い放送”プロジェク

トで実施しているフォローアップ調査が，乳幼児

を終えて中間総括の時期に来たことに合わせ，海

外における「乳幼児とメディアをめぐる研究」の

動向を取材し，研究動向の特徴や課題・展望につ

いて『放送研究と調査』10年 1 月号で報告した。

4．“子どもに良い放送”プロジェクト

2003年から外部の研究者と共同で研究を継続し

ている「“子どもに良い放送”プロジェクト」は，

例年どおり，10年 1 月に第 8 回調査を実施した。

調査対象の子どもたちは 7歳となり，全員が小学

校に入った。また，前年に行った第 7回調査の分

析は，対象者に年長組，小学 1年生が混在すると

いう端境期に当たり，この 2つのグループの比較

が中心となった。

対象児童が全員小学生となったのを機に，新た

に 5年間継続の予定で，児童本人に対する筆記調

査を開始した。第 1回は，他人が考えていること

の理解や他人への信頼に関する調査を通して，心

の発達の様子を調べた。

さらに，乳幼児期にあたる第 1回～ 6回の調査

結果を中間総括としてまとめた。縦断分析はプロ

ジェクト初めての試みで，テレビ接触時間や視聴

時間が家庭によって異なるのはなぜか，要因分析

を行い，その一部を『NHK放送文化研究所年報

2010』に掲載するとともに10年 3 月に開催した文

研・シンポジウム（前述）の中でも報告した。

世論調査

Ⅰ．視聴者調査

[調査の概要」では次の記号を用いる。

a．調査期間　b．調査相手　c．調査方法

d．調査事項　e．有効数（率）

1．全国個人視聴率調査

a． 09年 6 月調査＝ 6月 8日（月）～ 6月14日（日）

09年11月調査＝11月16日（月）～11月22日（日）

b． 全国の 7歳以上の国民　3,600人

c． 調査相手に 1週間分のテレビ・ラジオの視聴

状況を記入してもらう配付回収法による時刻

目盛り日記式調査（個人単位）

d． ア．NHKテレビ（含む衛星）・ラジオ・FM

放送番組の視聴率・聴取率

イ．関東・近畿地区民放テレビ番組の視聴率

ウ．時間帯別テレビ・ラジオ・FM放送の視

聴（聴取）状況

e． 09年 6 月調査＝2,545人（70.7％）

09年11月調査＝2,517人（69.9％）

（注） 1％当たりの視聴人数＝118万人（全国）

«調査結果〕
①テレビ視聴時間
1 日のテレビ視聴時間（週平均）は， 6月が 3時

間43分（NHK総計57分，民放総計 2時間46分），11

月は 3 時間55分（NHK総計 1 時間 3 分，民放総計

2時間51分）で，長時間視聴の傾向が続いている。

②総合テレビ
6 月・11月ともに，大河ドラマ『天地人』や

{NHKニュース 7 』，『NHK歌謡コンサート』な

どがよく見られた。 （表 1）

表 1 総合テレビでよく見られている番組

曜日

日
金
日
火
月
日
日
火
月
木

（ 6月調査）

開始時刻

20:00
19:00
20:45
20:00
20:00
12:00
12:15
20:45
8:15
7:00

視聴率

14.8％
13.6
11.3
10.9
10.7
10.6
9.8
9.7
9.7
9.4

番　　　組　　　名

天地人
＃NHKニュース 7（平日）
＃ニュース・気象情報
NHK歌謡コンサート
鶴瓶の家族に乾杯

＃ニュース
NHKのど自慢

＃ニュース845L
＃つばさ
＃おはよう日本・ 7時台（平日）

＃は帯番組で視聴率が最も高い曜日のもの（以下同様）
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③教育テレビ
1 週間に少しでも教育テレビを見た人の率は，

6 月が28.5％，11月が30.8％であった。よく見ら

れたのは，18時台の少年少女ゾーンと朝夕の幼

児・子どもゾーンの番組である。 （表 2）

表 2 教育テレビでよく見られている番組

④衛星放送
衛星放送を自宅で受信できる人は，09年 6 月が

45.2％，09年11月が47.6％であった。衛星第 1 テ

レビでは，スポーツ中継や『BSニュース』がよ

く見られた。衛星第 2テレビでは，連続テレビ小

説の先行放送（ 6 月『つばさ』，11月『ウェルか

め』）や『BS日本のうた』などがよく見られた。

（表 3・ 4）

表 3 衛星第 1テレビでよく見られている番組

表 4 衛星第 2テレビでよく見られている番組

⑤ラジオ
ラジオを 1週間に少しでも聞いた人は， 6月が

44.0％，11月が42.8％であった。 1 日の聴取時間

(週平均）は， 6 月がNHKラジオ計15分，民放

ラジオ計21分，11月がNHKラジオ計15分，民放

ラジオ計20分である。ラジオ第 1では，朝の番組

がよく聞かれている。 （表 5）

表 5 ラジオ第 1でよく聞かれている番組

曜日

土
火
火
月
月
月
水
土
土
水

（ 6月調査）

開始時刻

18:00
18:10
18:00
8:15
18:20
8:00
7:15
18:25
8:00
7:00

視聴率

2.5％
2.3
2.3
2.0
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8

番　　　組　　　名

アニメ・メジャー 5
＃アニメ・忍たま乱太郎
＃アニメ・おじゃる丸
＃いないいないばあっ！
＃天才てれびくんMAX
＃にほんごであそぼ
＃アニメ・ぜんまいざむらい
アニメ・獣の奏者エリン
アニメ・おさるのジョージ

＃シャキーン！

曜日

月
月
月
月
木
木
金
水
金
月
日
金

（11月調査）

開始時刻

18:00
18:10
18:20
17:50
17:40
17:30
7:15
8:15
7:00
8:00
8:30
18:00

視聴率

2.8％
2.8
2.3
2.3
2.1
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.7

番　　　組　　　名

＃アニメ・おじゃる丸
＃アニメ・忍たま乱太郎
＃天才てれびくんＭＡＸ
＃クインテット
＃アイ！マイ！まいん！
＃アニメ・ぜんまいざむらい
＃アニメ・ぜんまいざむらい
＃いないいないばあっ！
＃シャキーン！
＃にほんごであそぼ
趣味の園芸
新・三銃士

曜日

木
水
木
水
土
木
木
土
日
日
金
火

（ 6月調査） （衛星放送受信者分母）

開始時刻

18:05
19:20
20:50
18:15
8:05
8:00
8:10
12:02
9:10
9:00
21:30
8:05

視聴率

2.4％
2.0
1.4
1.2
1.2
1.0
1.0
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7

番　　　組　　　名

プロ野球　オリックス×巨人
W杯最終予選　日本×カタール
アフリカ自然紀行
Jリーグタイムスペシャル
MLBメッツ×ヤンキース

＃BSニュース
MLBヤンキース×レッドソックス
MLBマリナーズ×ロッキーズ
MLBマリナーズ×ロッキーズ

＃BSニュース
＃MLBハイライト
MLBレイズ×ヤンキース

曜日

月
日
木
日
日
月
木
日
土
水

（ 6月調査） （衛星放送受信者分母）

開始時刻

7:45
19:30
21:00
22:00
21:00
7:00
8:00
22:45
7:30
23:00

視聴率

3.4％
2.6
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8

番　　　組　　　名

＃つばさ
BS日本のうた

＃衛星映画・荒野の七人
天地人
スポットライト

＃おはよう日本・ 7時台
＃街道てくてく旅山陽道
シネマ堂本舗
熱中時間
デスパレートな妻たち 4

曜日

火
金
月
金
火
土
木
月
月
日
月
日

（ 6月調査）

開始時刻

7:00
6:30
6:00
6:40
7:20
6:40
5:45
5:13
7:30
20:05
5:00
6:40

聴取率

2.4％
2.3
2.3
2.2
2.1
2.0
2.0
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8

番　　　組　　　名

＃ニュース・スポーツニュース
＃ラジオ体操
＃ニュース・スポーツニュース
＃ニュース・ビジネス展望
＃ニュースアップ
ニュース・列島音の旅

＃ふるさと元気情報
＃全国天気・ふるさと元気情報
＃ニュース・ワールドリポート
渋マガZ・夜はぷちぷちケータイ短歌

＃ニュース・スポーツニュース
カルチャー＆サイエンス

曜日

日
火
月
月
火
日
月
月
月
月

（11月調査）

開始時刻

20:00
19:00
20:00
20:45
20:00
17:00
12:00
19:30
8:15
7:00

視聴率

15.0％
14.5
12.6
11.5
11.2
11.2
10.7
10.1
9.9
9.6

番　　　組　　　名

天地人・最終回
＃NHKニュース 7
鶴瓶の家族に乾杯

＃ニュース845L
NHK歌謡コンサート

＃大相撲九州場所・ 5時台
＃ニュース
＃クローズアップ現代
＃ウェルかめ
＃おはよう日本・ 7時台（平日）
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2．幼児視聴率調査

a． 09年 6 月 8 日（月）～ 6月14日（日）

b． 東京30キロ圏在住 2～ 6歳児　1,000人

c． 郵送法（調査相手の保護者に， 1週間分のテ

レビ視聴状況を代理記入してもらう時刻目盛

り日記式調査）

d． ア．NHKテレビ（含む衛星）の視聴率

イ．民放各局のテレビ番組の視聴率

ウ．時刻別ビデオ利用率

e． 588人（58.8％）

«調査結果〕
① 2 ～ 6 歳児のテレビ視聴時間（週平均）は 2

時間 7 分（NHK総計49分，民放総計 1 時間18

分）で，前年（ 2時間 7分）と変わらない。

②NHK・民放全体でよく見られたのは『サザ

エさん』『ちびまる子ちゃん』（以上フジテレビ）

{ドラえもん』『フレッシュプリキュア！』（以上

テレビ朝日）『にほんごであそぼ』（教育）などで，

いずれも視聴率が30％を超えている。

3．全国接触者率調査

a． 09年 6 月調査＝ 6月 8日（月）～ 6月14日（日）

09年11月調査＝11月16日（月）～11月22日（日）

b． 全国の 7歳以上の国民3,600人

c． 配付回収法（日記式調査票に 1 日単位で記

入）

d． NHK・民放の各放送の視聴の有無，録画し

た番組やNHKのDVD・ビデオ・CDの視聴の

有無，インターネットによるNHK番組など

の利用の有無など

e． 09年 6 月調査＝2,602人（72.3％）

09年11月調査＝2,614人（72.6％）

«調査結果〕
①放送，放送以外を問わず， 1週間に少しでも

NHKに接した人の割合（NHK全体リーチ）は 6

月が76.1％，11月が76.8％であった。

②放送以外でNHKに接した人の割合（NHK放

送外リーチ）は 6 月が18.1％，11月が18.2％であ

った。

③NHKの放送に接した人の割合（NHK放送リ

ーチ）は 6月が74.9％，11月が75.1％であった。

4．放送評価調査

a． 第 1回　09年 6 月12日（金）～14日（日）

第 2回　09年 9 月 4 日（金）～ 6日（日）

第 3回　09年11月21日（土）～23日（月祝）

第 4回　10年 3 月 5 日（金）～ 7日（日）

b． 第 1回　全国の20歳以上の男女2,243人

第 2回　全国の20歳以上の男女2,132人

第 3回　全国の20歳以上の男女2,218人

第 4回　全国の20歳以上の男女2,063人

c． 電話法（RDD追跡法）

d． NHKの放送に対する信頼，満足など「全体

評価」，正確・公平，娯楽性，知識・教養な

ど「側面別評価」

e． 第 1回　1,338人（59.7％）

第 2回　1,329人（62.3％）

第 3回　1,326人（59.8％）

第 4回　1,287人（62.4％）

«調査結果〕
①肯定的な回答の率を見ると（ 4 回平均），全

体評価の 5 項目では「信頼」が65％，「社会貢

献」が63％と高い。前年度平均に比べ，「信頼」

と「親しみ」は肯定的回答が増加している。

②側面別評価の10項目の中では，「生命・財産

を守る」が71％，「知識・教養」が68％と高い。

一方，低めなのは「娯楽性（40％）」・「地域へ

の貢献（39％）」である。

5．番組総合調査

a． 09年 6 月12日（金）～21日（日）

b． 関東地区の16歳以上の国民2,400人

c． 配付回収法

d． 総合，民放各局の夜間の各番組の認知度，視

聴頻度，視聴満足度，視聴理由など

e． 1,607人（67.0％）

«調査結果〕
①番組の認知率が最も高かった番組は『NHK

ニュース 7 』（86.0％），次いで『開運！なんでも

鑑定団』（83.2％　テレビ東京），『行列のできる

法律相談所』（82.8％　日本テレビ）など，19～

21時台といったゴールデンタイムに長年続いてい

るニュースやバラエティー番組の認知率が高くな

っている。

②視聴経験率が最も高かったのは『NHKニュ

ース 7 』（59.6％）で，次いで『報道ステーショ

ン』（50.4％　テレビ朝日）となっている。

③見たことがある人の中での満足度が最も高か

ったのは日本テレビのドラマ『アイシテル～海容

～』（76.8％），次いで高かったのは，総合『世界

遺産への招待状』（74.2％），フジテレビのドラマ

{BOSS』（73.4％），総合『天地人』（70.6％）と

なっている。上位10番組のうち 7 番組をNHK総

合の番組が占めている。
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6．小中学生のテレビ・メディア利用実態世
論調査

a． 09年 6 月19日（金）～28日（日）

b． 全国の 9～15歳の国民1,200人

c． 配付回収法

d． テレビの見方，好きな番組ジャンル，メディ

ア利用など

e． 1,004人（83.7％）

«調査結果〕
①教育テレビのチャンネルイメージは「楽しめ

るチャンネル」（37％），「時間つぶしになるチャ

ンネル」（30％）。

②教育テレビを「ほとんど毎日のように見てい

る」人は11％。小学 4年生では26％と 4人に 1人

である。

③テレビを見る理由は「笑ったり楽しんだりし

たいから」が90％と圧倒的に多い。次いで「ひま

だから」の67％である。

④専用の「携帯電話」（以下ケータイ）を持っ

ている人は32％。小学 4年生では13％に過ぎない

が，中学 3 年生では53％と半数を超える。「ケー

タイ」を「ほとんど毎日」利用する中学 3年生は

44％に上る。

⑤小中学生にとって一番なくてはならないメデ

ィアは「テレビ」が39％，次いで「ケータイ」で

16％。いずれの学年でも「テレビ」がトップにな

っている。

7．デジタル放送調査2009「3-Screens
時代のメディア利用」

a． 09年 9 月 5 日（土）～13日（日）

b． 全国の16歳以上の国民3,600人

c． 配付回収法

d． デジタル放送の視聴，ワンセグ視聴，タイム

シフト視聴，動画配信による映像視聴など

e． 2,632人（73.1％）

«調査結果〕
①自宅に地上デジタル放送を受信しているテ

レビがある人は54％で，前年（39％）より増加し

た。地上デジタル受信テレビの台数は「 1台」が

最も多く（36％），複数のテレビがあっても地上

デジタル放送が見られるのは1台という人が多い。

②ワンセグをすでに見ている人は21％で，前年

(16％）より増加した。ワンセグ視聴者の視聴頻

度は「週に 1 ～ 2 日」「月に 1 ～ 2 日」（ともに

22％）が多く，「毎日のように」は 8％と少ない。

視聴場所は自宅内より自宅外が多いが，「自分の

部屋」で見ている人も34％と少なくない。

③テレビ番組を録画することがある人はおよそ

半数で，録画頻度の高い人（週に 1日以上）は男

女40代以下で多い。録画者が利用する機器は， 2

年前に比べ「HDD」が増え（29％→37％），「ビ

デオ」が減少した（57％→39％）。

④インターネットで「動画」を見る人は全体の

29％，インターネット利用者の約半数である。動

画視聴者は若年層で多く，特に男16～29歳では 7

割を超えている。動画視聴者の大半は無料動画の

み見ており，有料動画も見ている人は調査相手全

体の 4 ％にとどまっている。動画サイト別では，

動画視聴者の約 7割がユーチューブを利用してお

り，他のサイトを引き離している。

8．教育テレビに関する調査

a． 10年 1 月 8 日（金）～24日（日）

b． 全国の16歳以上の国民2,096人

c． 個人面接法

d． 視聴頻度，視聴内容，チャンネルイメージ，

役割評価，必要度など

e． 1,428人（68.1％）

«調査結果〕
①教育テレビ視聴者（全体の56％）の視聴理

由は，「趣味を広げたいから」（教育テレビを見て

いる人の35％）をあげる人が最も多い。

②教育テレビのチャンネルイメージは「子ども

向け・主婦向けなど番組の対象がはっきりしたチ

ャンネル」（37％），「役立つ情報の多いチャンネ

ル」（30％），の 2つが30％以上である。

③人々の生活や文化を豊かにするうえで教育テ

レビが役に立った（かなり＋ある程度）と答えた

人は62％である。

④ 教育テレビがどの程度必要かについては，

[なくてはならない」という人が11％で，「あっ

たほうがよい」の66％を加えると，“必要”とい

う人が77％を占めている。

⑤教育テレビの通称が「ETV」であることを

知っている人は19％で，09年調査の13％より増加

している。

9．日本人とテレビ・2010調査

a． 10年 3 月 6 日（土）～14日（日）

b． 全国の16歳以上の国民3,600人

c． 配付回収法

d． テレビ視聴行動，テレビに対する意識，メデ

ィアへの接触と評価，生活行動など

e． 2,710人（75.3％）



5 節　調査研究

(時系列比較のための面接調査）

a． 10年 3 月 6 日（土）・ 7日（日）

b． 全国の16歳以上の国民1,800人

c． 個人面接法

d． テレビ視聴行動・視聴意識，メディアへの接

触と評価，コミュニケーション行動など

e． 1,046人（58.1％）

«調査結果〕
①テレビが自分にとって「必要なもの」とい

う人は93％。

②テレビに関する行動では「見たことを話題に

する」（よく＋ときどきある人の率67％，以下同），

[思わず夢中になって見ている」（63％），「見た

い番組がなくてもつけている」（56％）が半数を

超えている。

③新聞やインターネットなど他のメディアとの

比較で，テレビが最も役に立つと答えた人が多か

ったのは「世の中の出来事を知る」（71％）や

[感動したり，楽しむ」（63％），「政治や社会の

問題について考える」（57％）などである。

④テレビに毎日接触する人の割合は前回調査

の05年と変わらないが（93％→92％），インター

ネット（17％→27％）では増加し，新聞（83％→

74％），ラジオ（32％→26％）では減少した。

Ⅱ．国民世論調査

1．裁判員制度に関する世論調査

a． 09年 5 月 8 日（金）～10日（日）

b． 全国の20歳以上の国民2,872人

c． 電話法（RDD追跡法）

d． 裁判員制度の認知度，制度の必要性，参加の

意向，刑事裁判の評価など

e． 1,736人（60.4％）

«調査結果〕
①裁判員制度を「知っている」が44％，「知ら

ない」が55％で，制度開始直前でも知っている人

が半数に満たない。

②裁判員として裁判に「参加したい」が26％，

[参加したくない」が72％と，半年前より参加意

欲がさらに低下した。

③裁判員に選ばれた場合「正しい判決が出せ

る」が29％，「出せない」が63％。出せない理由

としては「感情に左右されて冷静な判断ができそ

うにないから」が最も多かった。

④裁判員制度が日本に根付くかどうかについて

は｢根付かない｣が68％，「根付く」が23％だった。

2．臨界事故10年住民意識調査

a． 09年 9 月18日（金）～20日（日）

b． 茨城県東海村の16歳以上の1,102人

c． 電話法（RDD追跡法）

d． 原子力事故発生の不安，事故対策の評価，原

子力発電の安全性，防災訓練への参加など

e． 668人（60.6％）

«調査結果〕
①東海村で臨界事故のような原子力事故が起き

る「不安を感じる」が68％，「不安を感じない」

が31％であった。

②臨界事故の後にとられた対策については，

80％が評価している。

③原子力発電については87％が「必要」と考え

ている。

④村の防災訓練には参加したことがない人が

71％いた。

3．皇室に関する世論調査

a． 09年10月30日（金）～11月 1 日（日）

b． 全国の20歳以上の国民3,313人

c． 電話法（RDD追跡法）

d． 皇室への関心，天皇の役割の評価，皇室との

距離，皇室に望むことなど

e． 2,043人（61.7％）

«調査結果〕
①皇室に関心がある人は70％，親しみを感じる

人は61％であった。

②天皇が象徴としての役割を果たしていると思

う人は85％で，天皇の公務のうち特に意義がある

ものとしては「国際親善」が32％，「障害者や高

齢者，被災者の激励」が20％であった。

③皇室と国民との距離が，この20年で近くなっ

たと感じている人が62％，変わらないが30％，遠

くなったと感じている人は 4％であった。

④女性の皇位継承に賛成する人は77％，反対は

14％であった。

4．ISSP国際比較調査「社会的不平等」

a． 09年11月21日（土）～29日（日）

b． 全国の16歳以上の国民1,800人

c． 配付回収法

d． 所得格差の有無，不平等についての意識，地

位や富を得る条件など

e． 1,296人（72.0％）

«調査結果〕
①「日本の所得格差は大きすぎる」と思う人は
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74％で， 4人に 3人に上る。

②現在の日本社会のタイプとしては，一番上層

に少数のエリート，一番下層に最も多くの人がい

る「ピラミッド型」に近いという人が最も多く

35％である。また，あってほしい社会のタイプと

しては，ほとんどの人が中間の層にいるタイプが

48％と最も多い。

③現在の日本の社会について，「学歴がものを

いう社会」だと思う人は75％，「お金があればた

いていのことがかなう社会」だと思う人は71％で

ある。一方，「努力すればむくわれる社会」だと

思う人は41％である。

5．「政治と社会に関する意識・2009」調
査

a． 09年11月28日（土）～12月 6 日（日）

b． 全国の20歳以上の国民3,600人

c． 配付回収法

d． 政権交代についての評価，内閣に対する信頼

度，政治意識，社会意識など

e． 2,658人（73.8％）

«調査結果〕
①政権交代となった衆院選の 3か月後に実施し

た調査。日本の政治は自民党中心の政権と比べて，

[変わらない」が54％で半数程度を占める。「良

くなった」は33％で，「悪くなった」の12％を上

回っている。

②民主党について，あてはまるものをいくつで

もあげてもらったところ，「国民の立場に立った

政策」が最も多く42％，「既得権益にとらわれな

い政治判断」が25％となった。自民党については

[外国と信頼関係を築いていける」が最も多いが，

17％にとどまる。「政権を安心して任せられる」

は民主党 3％，自民党 5％で，ともにわずかであ

る。

③政治問題で「非常に関心がある」のは，「高

齢者福祉の充実」44％，「食品の安全性の確保」

43％，「雇用の安定」41％と，暮らしに身近な問

題が中心である。

6．家族に関する世論調査

a． 10年 2 月27日（土）～ 3月 7日（日）

b． 全国の16歳以上の国民3,600人

c． 配付回収法

d． 家族観，結婚観，家事の分担，家族のために

していること，家庭生活の満足度など

e． 2,665人（74.0％）

«調査結果〕

①家庭の役割については「愛情をはぐくむ場」

と考える人が73％，「休んだり，楽しんだりする

場」が72％で，精神的・情緒的な側面が大切と思

われている。

②結婚するのが「当然」という人は27％で，

[しなくてもよい」という人が73％。結婚して子

どもをもつのは「当然」という人は37％で，「も

たなくてもよい」は62％であった。

③家庭生活に84％の人が満足している。家族と

過ごす時間が取れている人は80％，家族との会話

が取れている人は81％。不安に思うこととしては

[自分の老後」と「家族の健康」をあげる人が多

く，次いで「収入の低下」「親の老後」などとな

っている。

7．大津波警報に関する緊急調査

a． 10年 3 月12日（金）～14日（日）

b． 青森・岩手・宮城県の太平洋沿岸に住む20歳

以上の2,644人

c． 電話法（RDD追跡法）

d． 警報を知った時期と方法，避難の有無，津波

の高さの予想，情報入手方法など

e． 1,751人（66.2％）

«調査結果〕
①大津波警報を85％の人が昼までに知ってい

た。知った方法は，テレビが72％。

②津波の高さについては「気象庁の予測より低

い」と考えた人が最も多く46％，「予測された 3

メートル程度」が36％，「予測以上」が 9％，「津

波は来ない」と思った人も 7％いた。

③避難指示・勧告が出されたのを知って，避難

した人は29％で，避難しなかった人が69％と多か

った。

④情報源として，テレビを利用した人は94％。

避難した人では，「市町村の防災無線・広報車」

や「ラジオ」「携帯電話」の利用が多くなる。

8．政治意識月例調査

内閣支持率や政党支持率を継続して調査すると

ともに，その時々の政治状況や時事問題に対する

国民の意識を把握するために，毎月 1回，電話に

よる世論調査を実施した。

a． 毎月第 1もしくは第 2週の金曜日から日曜日

b． 全国の20歳以上の国民約2,000人

c． 電話法（RDD追跡法）

d． 内閣支持，政党支持など

e． 有効率は各回とも60％前後
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Ⅲ．選挙世論調査

1．第45回衆議院選挙調査

2009年 8 月に行われた第45回衆議院選挙にあた

って，全国の有権者約3,000人を対象に，選挙へ

の関心や投票の意向を聞く電話世論調査を，R

DD(追跡法）で 4回にわたって実施した。

さらに，全国300の小選挙区ごとに，有権者500

人を対象にした電話世論調査を，RDD（割当法）

で実施した。

2．参議院補欠選挙調査

09年10月に参議院神奈川選挙区と静岡選挙区の

補欠選挙について，有権者800人を対象に，選挙

への関心や投票の意向などを聞くRDD（割当法）

による電話世論調査を実施した。

3．地方選挙調査

以下の知事選挙と県庁所在地の市長選挙につい

て，それぞれの地域の有権者500～800人を対象に

RDD（割当法）による電話世論調査を実施した。

秋田県知事選挙，秋田市長選挙，青森市長選挙，

名古屋市長選挙（09年 4 月），さいたま市長選挙

( 5 月），千葉市長選挙，静岡県知事選挙，兵庫

県知事選挙（ 6月），仙台市長選挙（ 7月），茨城

県知事選挙（ 8 月），宮城県知事選挙，広島県知

事選挙（10月），長崎県知事選挙（10年 2 月），石

川県知事選挙（ 3月）

また09年 7 月に東京都議会議員選挙について，

有権者1,581人を対象にRDD（追跡法）による電

話世論調査を実施した。

それぞれの調査結果は，選挙情勢の把握や開票

速報番組などの資料として役立てられた。

Ⅳ．世論調査手法に関する研
究

世論調査では近年，個人面接法による調査有効

率の低下が著しく，配付回収法や郵送法など個人

面接法以外の方式で調査が行われるケースが増加

している。文研では，08年， 3つの調査方式によ

る調査を実施し，世論調査手法の検討を行った。

そして，その結果を10年 3 月に開催した「文研・

春の研究発表とシンポジウム」で報告した。

調査の方法としては，個人面接法の調査である

第 8回「日本人の意識調査・2008」と同時期（08

年 6 月～ 8 月）に，同一質問による個人面接法，

配付回収法，郵送法の実験調査を外部の調査機関

により実施した。

この結果を基に各調査の実施状況の検討や調査

方式間の回答分布の比較を行い，個人面接法と配

付回収法，郵送法とでは回答が大きく異なる場合

があること，調査機関によっても回答や調査の実

施方法に違いがあることが確認できた。

実験調査の結果，それぞれの実施方法について，

改善につながる検討を行うことができた。今後，

さらに検討を重ね，世論調査手法の改善を図って

いくことにしている。

委員会・研究成果の公開

1．放送文化研究委員会

放送文化研究所（文研）は，調査・研究業務の

充実を図るため，外部学識経験者に委員を委嘱し

ている。09年度は12月 1 日に委員会を開催し，09

年度の調査研究重点項目の実施状況と10年度の調

査・研究計画について説明・報告し，意見を交換

した。

委員は次のとおり。

飽戸　弘 （東洋英和女学院大学・学長）

伊藤　守 （早稲田大学教育学部・教授）

橋本　五郎 （読売新聞社・特別編集委員）

長谷部　恭男 （東京大学法学部・教授）

山下　東子 （明海大学経済学部・教授）

吉永　みち子 （ノンフィクション作家）

2．研究成果の公表

（ 1）刊行物による発表

『放送研究と調査』（月報）

『NHK放送文化研究所年報2010』

『データブック世界の放送2010』

『NHK年鑑2009』

『放送メディア研究第 7号』

『NHK Broadcasting Studies2010 No.8』

（ 2 ）宇都宮，千葉，熊本，大分の各放送局が実

施した「NHK放送文化セミナー」に講師を派遣

した。

（ 3 ）文研の公開ホームページと外部のデータベ

ースサイトで，『放送研究と調査』（月報）のウェ

ブ公開を行った。
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3．シンポジウム，研究発表会の開催

文研は，毎年春に，年間の調査・研究の集大成

として，シンポジウムや研究発表会を開催してい

る。

2009年度の主な内容は以下のとおり。

[多メディア共存時代」～放送×文化を再構築す

る～

«2010年 3 月15日（月）～16日（火），千代田放

送会館，参加者912人〕

・シンポジウム
家庭内多メディア共存時代のいま

「テレビ番組・ゲームと家族コミュニケーシ

ョン」

・ワークショップ
「テレビ美術研究：ブーメランテーブルは何

を語る？」

～スタジオセットから見た『NC9』と『ニ

ュースステーション』～

「始動するアーカイブ研究」

～テレビ・ドキュメンタリー史研究からの

展望～

・研究発表
「世論調査における調査方式の比較研究」

～実験調査の結果から～

「放送に使う漢字」

～「常用漢字表」改定関連調査から～

「政権交代と有権者の意識」

「多様化するメディア利用の実態と意識」

～「デジタル放送調査2009」から～

・共同研究発表
「世界の独立規制機関の現状」

・展示コーナー「セット・タイトルから見るNHK

番組史」

4．公開ホームページ

文研の活動を内外に周知・PRするために公開

ホームページ（http://www.nhk.or.jp/bunken/）

を開設し，世論調査結果，国語力テストなど調

査・研究の成果を公表した。

5．資料室（図書）の運営

（ 1 ）資料の収集・所蔵：調査・研究に必要な内

外の放送関係の図書，文研刊行物，雑誌，団体の

報告書などを収集し，体系的に整理して研究者の

利用に供した。（表 6 ：当室の資料とその所蔵

数）

（ 2 ）放送文献データベースの運用：収集した図

書・雑誌の論文や記事の書誌情報をデータベース

として研究者の文献検索などに活用している。

09年度は，998件のデータを編集・登録した。

表 6 放送文化研究所資料室所蔵内訳

45,182冊
6,021冊
544種
362種
2,673冊
3,629冊
989枚

38,911件

図書
製本雑誌
和文雑誌・新聞
欧文雑誌・新聞
研究資料・報告書
文研刊行物
電子資料（CD-ROMなど）
放送文献データベース

（2010年 3 月末現在）


