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番組研究覚書【第1回】内容分析

メディア研究部  原　由美子

筆者は，40年以上のNHK放送文化研究所
勤務のほとんどで「番組研究」業務に携わって
きた。これまで実施してきた研究作業の中か
ら，今後の参考になると思われるいくつかの事
柄について，書き留めておこうと思う。まず初
回は，番組の内容分析について。

「内容分析」とは

「内容分析」は，一般的には，コミュニケー
ション・メッセージの内容や特性について，整
理・分類・要約・解釈・推論・評価などを行う
作業と考えられる。ただコミュニケーション研
究の世界ではより狭い意味に用いられており，
さまざまな研究者による定義がある。代表的な
Berelsonの定義によれば「コミュニケーション・
メッセージの諸特性を体系的・客観的にとらえ
るための，主として数量的な処理を行う手続き
である」とされる1）。
「内容分析」の厳密な定義はさておき，実際

に放送番組を対象とした諸研究を行うにあたっ
て，一定のルールに従って番組内容を量的に分
類・集計する作業が必要になることがある。こ
れまで筆者が行ってきた研究事例から，その
手続きや考え方を紹介しておきたい。

筆者は，日米テレビ報道比較，戦後50年テ
レビ報道国際比較，バラエティー番組の研究，
安保法案テレビ報道分析，東日本大震災関連
報道の分析などで，番組内容を分析してきた。

番組の「内容分析」といっても，その過程は，
人間を対象とする社会調査と似ている。定義的
に言えば，「一定の番組群の傾向について，あ
る仮説をもとに，その仮説の真偽を検証してい
く作業」である。作業の過程は以下のようなも
のである。
①研究対象群と分析課題（仮説）を定める
②研究対象の番組群を特定し，収集する
③仮説を検証するためのコード票（社会調査

の調査票にあたる）を作成する
④ コード票に記入する際のルール（コーディン

グ・マニュアル）を定め明文化する
⑤コーダーを募集し，訓練する
⑥コーダーが番組を視聴し，コーディング・マ

ニュアルに沿ってコード票に記入する
⑦コーダーが複数の場合，ルールを定めコー

ディング結果を統合する
⑧結果データを集計，分析する

社会調査の場合は，「日本人」「高齢者」など
といった対象群を定め，それにふさわしい「調
査相手」を定めてサンプリングをすることになる
が，番組を対象とする場合は，分析の対象とな
る「番組群」の収集そのものが容易ではない。

かつては，問題意識が生じ研究対象を定め
てから，録画計画を立て番組収集を行う必要
があり，さかのぼって過去の番組群を対象とす
ることは，ほぼ不可能であった。

また，人間を対象とする社会調査とは異な
り，番組自身は回答してくれないので，コーダー
が番組を視聴してコード票に記入していくこと
になる。そのため，④や⑤の作業が必要にな
る。⑥が社会調査でいう実査にあたるが，コー
ダーによるバイアスを考慮して一つの番組を複
数人でコーディングすることが多い。その場合
には⑦の作業も必要になってくる。

〈放送研究リポート〉
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このように，構造そのものは社会調査に似て
いるものの，調査結果を集計できるデータの形
にするまでの手間はかなり複雑である。

また，⑥の作業そのものが，番組の実時間
を大幅に上回る時間を必要とするうえ，それを
複数人で重複して行う場合などは，その作業量
は膨大になる。

しかし最近では，番組の収集や分析の過程
でさまざまな技術革新があり，かつての内容分
析作業に伴っていた困難性は，かなり軽減でき
るようになった。

まず番組収集の段階では，全番組を録画保
存する大容量の録画機が普及しつつある。予
算や体制が許せば，テレビ番組を，その関連
情報（メタデータなど）とともに収集して提供す
る企業の利用も可能である2）。さらに2010年
からは，NHKアーカイブスの研究利用の道も
開けている 3）。 

また分析作業の段階では，前述の企業が提
供するメタデータを利用することによって，番
組の放送時間量の算出や，一定の内容の有無，
内容の傾向やその推移などを機械的に析出す
ることもできるようになってきている。

本稿では，筆者が行ってきた「東日本大震
災関連のテレビ報道」について，古典的な作業
と今日的な手法を使った作業の二つの事例を
紹介しよう。

発災後72時間：旧来型の内容分析

はじめに紹介するのは，東日本大震災発生
後の報道分析である。ここでは，前項で紹介
した古典的な内容分析の手法を用いた4）。 

地震，津波，原発事故，火災，帰宅困難な
どさまざまな事象が広範囲にわたって起きた東
日本大震災については，伝えられる内容や地

域に偏りが生じていることが懸念された。した
がって，そうした点を検証することが作業の第
一目標であった。

とはいえ，報道された時間すべての映像・音
声を分析するのは不可能である。そこで，発
生から3日間，すなわち72時間を対象に，1分
間隔で画面を抽出した。したがって１時間で60
画面，72時間で4,320画面が対象となった。

コーディング作業は，複数の学生に依頼し
た。同じサンプルを複数人でコーディングし，
不一致が生まれる原因や傾向も調べた。

分析の主な項目は以下のとおり。
（1）基本画面：スタジオ，VTR，中継，文字

情報，模型・CG，その他の6分類
（2）画面の登場人物：アナウンサー・キャス

ター，リポーター・記者，専門家・研究者，
首相・官房長官，被災者など14分類

（3）映像情報内容 ： 震度や震源の情報，地震
の被害，津波の様子など39分類

（4）どこの映像情報か ： 地域・都道府県コー
ド，区域コード

（5）音声情報内容（コードは（3）と同じ）
（6）どこの音声情報か（コードは（4）と同じ）
（7）発話している人物（コードは（2）と同じ）

結果については，報告論文を参照してほし
いが，被害が大きくてもほとんど伝えられな
かった地域が存在したこと，被災の規模や全
体像がなかなか伝えられなかったことなどが明
らかになった 5）。 

長期的な経過を探る分析：メタデータの活用

東日本大震災やそれに伴って起きた福島第一
原発事故については，その復旧や復興に相当
な期間がかかることが予想された。そのため，
当研究所では，関連番組の収集保存を続け，
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その推移を検証することにした。
番組の収集には，先に述べた企業のシステ

ムを利用した。こうしたシステムでは，保存さ
れる番組に比較的詳細な情報（メタデータ）が
付される。東日本大震災関連番組の収集にあ
たっては，「震災」「復興」「原発」「放射能」「エ
ネルギー」の5つのキーワードを設定し，番組
のタイトルやメタデータにこれらの語を含む番
組をすべて収集することとした。

メタデータとしては，番組内容の要約や取
材地，登場人物などを記したテキストデータの
ほかに，コーナーの開始時間や秒数も付され
る。報道の時間量分析にはこの秒数データを
活用した。番組内容や取材地などは，内容要
約のテキストデータを，テキストマイニングソフ
トを利用して分析した。それらについての結果
も詳しくは報告論文にゆずるが，年ごとの報
道量の減少や3月への集中，報道される内容
が被災地や被災者の状況から，次に起こる災
害への備えに移行しつつあることなどがみえて
きている 6）。

ここでは，メタデータを利用して分析を行う
際の注意点，問題点等を挙げておきたい。
〇キーワードを設定して番組を収集するので，

そのキーワードが含まれていれば，研究に
関連のない番組も収集されてしまう。いわゆ
るノイズを拾ってしまうのである。今回の場
合は，「エネルギー」という語が，中東のエ
ネルギー問題など多くのノイズを拾ってしまっ
た。また，「震災」や「復興」「原発」などに
関しても，どこまでを関連番組として扱うか，
あらかじめ定義を決めて，選別していく必要
がある。そして，その作業は，メタデータ
を確認しつつ手作業で行うしか，いまのとこ
ろ方法はない。

〇メタデータは，作成者が番組を見ながらそ
の内容を記録している。したがって，「○○
の映像」「△△についてコメント」などの表現
が多い。番組内のナレーションや発言をそ
のまま文字に起こしたものではないことに留
意が必要である。

〇内容ごとのコーナー区切りも，作成者の判断
で行っているので，必ずしも統一的ではな
い。番組の構成などを把握するために，メ
タデータだけを用いるのは危険である。コー
ナー概要の冒頭に同じ表現の語句が並んで
いたり，番組によっては全体を一つのコー
ナーとして要約したりする場合もある。
以上のように，メタデータそのものの特性を

把握して，注意深く利用する必要はあるが，膨
大な量にのぼる番組の全体像を把握したり，
詳細な分析に入る前の手がかりを得るために
は，たいへん有益なデータである。メタデー
タの分析だけに終始せず，そこから仮説を立
てて，本稿前段で示したような古典的手法で，
本格的な内容分析を行うなど，複合的な設計
が必要だろう。

音声や映像の分析の可能性

ここまでは，番組の内容（番組内で扱われた
テーマや場所，人物など）を分析する手法につ
いて述べてきたが，その内容がどのように表現
されているかということも，重要な要素である。

そこで，番組のより外形的な性格—どのよ
うな音声，映像によってその番組が成り立って
いるのかをみていくことによって，番組の特性
やその変化を探っていくという手法もあり得る。

現在，当研究所の宮田章上級研究員が手が
けている「ドキュメンタリー研究」では，番組
内の音声表現に着目し，音声の種類（言語音



87JUNE 2019

声か非言語音声か），言語音声の場合，誰が
発話しているのか，その宛先は誰か，などを
分析して，ドキュメンタリー番組の特性をみる
ことを試みている7）。

映像を分析対象とする場合は，音声の分析
よりさらに複雑さを増す。本格的な映像分析
には至っていないが，東日本大震災関連テレ
ビ報道についていくつかの事例研究を行ってみ
た。特定の事物の映像が頻繁に用いられてい
ることがわかったからである。事例研究では，
そうした象徴的事物の存在が取材地の選定に
影響を与えている可能性のあること，年月を経
るにつれて象徴的事物の映像使用がパターン
化し始めていることなどがみえてきた。今後，
特定映像の出現頻度や意味づけなど，より精
緻な分析を進めていきたいと思っている。

今後に向けて

これまで述べてきたように，以前は研究者
が計画的に録画保存した番組を一つ一つ視
聴して行うしかなかった「内容分析」が，技
術の進歩によって，より容易に実施できるよう
になっている。それでも膨大な時間と労力を
必要とするこの作業を伴う研究は，あまり増
えていないように感じる。最後に紹介したよう
な音声や映像の分析は，先に紹介した古典的
な「内容分析」に増して手間と時間がかかるの
で，研究者はなかなか手を出しにくいのかもし
れない。

しかし，音声・画像認識をはじめとする解析
技術の進展は目覚ましく，それらの技術を応
用した量的分析が近い将来可能になると予想
される。現在のメディアの抱える課題や，さら
なる可能性を探るためにも，手間暇はかかるが
地道な「内容分析」研究が新しい技術を利用し

つつ発展し広がっていくことを期待したい。
　（はら ゆみこ）

注：
 1） 鈴木裕久・島崎哲彦（2006）『新版・マス・コミュ

ニケーションの調査研究法』（創風社）より
 2） Max Channel（JCC 株式会社），SPIDER（株

式会社 PTP）など
 3） NHK 番組アーカイブス学術利用トライアル

https://www.nhk.or.jp/archives/academic/
 4） 内容分析の設計や実施にあたっては，日本大学

中瀬研究室の協力を得た。
 5） この手法を用いた分析の報告は以下のとおり。

田中孝宜・原由美子「東日本大震災　発生から
24 時間　テレビが伝えた情報の推移」『放送研
究と調査』2011 年 12 月号，田中孝宜・原由美
子「東日本大震災　発生から 72 時間　テレビ
が伝えた情報の推移～在京 3 局の報道内容分析
から～」『放送研究と調査』2012 年 3 月号
このほか，発災直後のテレビ報道分析には，当
研究所番組研究グループが行った「東日本大震
災発生時・テレビは何を伝えたか」『放送研究
と調査』2011 年 5 月号，「東日本大震災発生時・
テレビは何を伝えたか（2）」『放送研究と調査』
2011 年 6 月号もある。

 6） 原由美子（2015）「震災後 3 年間　テレビ番組
で何が伝えられてきたのか ～ドキュメンタリー
番組に描かれた被災者，被災地～」『NHK 放送
文化研究所年報　第 59 集』， 原由美子（2017）

「東日本大震災から 5 年　テレビ番組は何を伝
えてきたか ―夜のキャスターニュース番組と
ドキュメンタリー番組―」『NHK 放送文化研究
所年報　第 61 集』，原由美子・大髙崇（2019）

「3.11 はいかに語り継がれるか ―東日本大震災
後 7 年・テレビ報道の検証―」『NHK 放送文化
研究所年報　第 63 集』

 7） 宮田章・原由美子・陳京雅「テレビドキュメン
タリーの音声分析 ～音声の種別分量を指標と
して～」『放送研究と調査』2017 年 4 月号


