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番組研究覚書【第2回】
「ステーションイメージ調査」
（2000年）とその展開

メディア研究部  原　由美子

ひとつの調査から，新たな課題や研究が派
生的に生まれていくことがある。その例として，
2000年に行った「ステーションイメージ調査」と
その後の展開を紹介しよう。

「ステーションイメージ調査」

2000年当時，すでに企業イメージの確立，
ブランディングが重要視されており，放送局に
おいても，その局の編成方針や企業コンセプト
を視聴者に簡潔明瞭に伝えるための試みがさま
ざまな形で行われていた 1）。また，それぞれの
局が視聴者からどのようなイメージを持たれて
いるかについても，多様な手法を用いて分析さ
れていた。

しかし，それらのイメージが，実際の視聴
とどのように結びついているのかといった実証
的な調査研究は見あたらなかった。そこで，ス
テーションイメージにつ
いてあらためてさまざま
な角度から調べると同時
に，同じ対象者がどのよ
うにテレビを見ているの
かという視聴実態も調べ
ることにした。ステーショ
ンイメージが実際の視聴
行動にどう結びつくのか，
その関係性の解明を試み
たのである。

「ステーションイメージ調査」の設計

まず，ステーションイメージを多角的にとらえ
るため，「イメージ」を2つの側面から尋ねるこ
とにした。すなわち，「派手な局」「まじめな局」
のようなごく感覚的な側面と，「親しみが感じら
れる」「世の中の動きに敏感な」のような評価的
な側面の双方から測定した。また，対象者の
基本属性のほか，テレビの見方や生活価値観
なども尋ねた。これらは面接調査で行ったが，
同時に1週間分の番組を記載した調査票を預
け，どの番組をどのような動機で見たのかなど
を記入してもらった。

調査の構造を図示すると下図のようになる。
具体的に見た番組を尋ねるためには番組編

成表を示す必要があるため，この調査は関東
地区に限定した。

テレビの視聴実態の記入票は，1日ごとに午
後6時から深夜1時までの番組表を示し，「全
部見た」「しっかり見た」番組に◎を，「少しだ
け見た」「なんとなく見た」番組に〇をつけても
らった。そして◎のついた番組について，その
視聴動機と満足したかどうかも尋ねた。さら
に，当該時間帯の起床在宅の状況も尋ねた。
夜間自宅にいて起きている間，どのような番組
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を見たかだけでなく，どんな動機で見たのか，
「しっかり見たのか，なんとなく見たのか」「満
足したのか，しなかったのか」もわかる仕掛け
である。

ただし，各局に対する評価的イメージや人間
のタイプについては，全国の傾向も知りたいと
考え，全国を対象とするオムニバス調査も一部
併用した。

この調査の詳細や分析結果については，報
告論文 2）を参照していただきたいが，「好きな
局」＝「実際に見ている局」であることや，年代
によるイメージ差の大きい局（NHK，フジ）と小
さい局（日テレ）があること，持たれるイメージ
には，テレビの見方に関連のあるイメージ（「家
族で楽しめる」「気楽に見られる」など）と，関
連のないイメージ（「信頼できる」「地域の情報
をきめ細かく伝える」など）があることなどがわ
かった。

見た番組の組み合わせ⇨番組分類の必要性

それぞれの局がどのようなイメージを持たれ
ているのか，ある局に対してあるイメージを持っ
ている人は，その局のどんな番組を見ているの
か，などの分析を進めていったが，番組といっ
てもニュース，教育番組，ドラマ，バラエティー
など種々さまざまである。それらのどれを見る
人かによって，局へのイメージも評価も大きく異
なると考えられる。そこで，見た番組によって
人 を々タイプ分けし，タイプごとのテレビ観や局
イメージを比較することにした。

調査で提示したのは，1週間の，午後6時か
ら深夜1時まで，15分以上の関東地方の地上波

（NHK2ch，民放キー 5ch）とBS（当時はNHK
の2chのみ）の番組であったが，番組数は547
に及んだ。その組み合わせはあまりに多様であ

る。そこで，この547番組を分類整理する必要
が生じた。

当初は，視聴率調査分析などに用いられて
いた番組分類の利用を考えたが，当時，すで
にバラエティー的な番組が増加しており，既存
の分類では，放送されている番組の傾向や特
性を正確に分類できないように思えた。そのた
め，担当者が手分けして番組を視聴し，新た
な分類種目を作ることにした。

この分類作業についても，筆者らが行った
試行錯誤の過程や先行研究・事例などをまと
めて報告しているので，関心のある方は参照し
ていただきたい 3）。

この作業の特徴を言えば，547の番組をその
「形態」と「対視聴者機能」によって，まず11
のカテゴリーに分け，さらに「内容」によってサ
ブカテゴリーに分けていったことにある。結果
として，49の種目（44のサブカテゴリーと，サ
ブカテゴリーのない5つのカテゴリー）を設け，
そこに547の番組を分類していった。その際，
どの番組もどこかひとつの種目のみに分類され
る形とした。

視聴者のタイプ分け

この種目をもとに，それぞれの種目をどのく
らいの人が「よく見たか」の比率を出し，比率
の少ない7種目を除いた42の番組種目を「よく
見たか」どうかを変数として，調査相手をタイ
プ分けした。

作業の結果，以下の8つのタイプが析出さ
れた。
笑い刺激型…テレビに笑いを求め，テレビから

刺激を受けたいと思う人たち
熱中トレンド型…テレビが好きで，恋愛ドラマ

から週末報道番組まで幅広く見る
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ロマンフィクション型…テレビには夢のある内
容のものを求め，恋愛ドラマなどフィクショ
ン系の番組を好む

息抜きザッピング型…空いた時間にテレビをつ
けてザッピングし，感性に合うものを見る

気楽おトク型…気楽に笑いながら見られる番組
や，自分の生活に役立つ番組を見る

健全実用型…生活情報ものや，事件・サスペン
スドラマ，時代劇などを見るが，ただおかし
いだけというような番組は見ない

報道教養型…目的をもってテレビを見，報道番
組やドキュメンタリーを好む

関係希薄型…仕事が忙しい，テレビに興味が
薄い等の理由で，テレビを見ることが少ない
人たち
これら各タイプの詳細や，分析の過程につい

ては，報告論文を参照していただきたい 4）。

研究が研究を生んでいく

それぞれの作業の手続きや結果の詳細を他
稿にゆだねたのは，本稿では，それらの紹介よ
り，この「ステーションイメージ調査」を実施し
たことが端緒となって，次々に別の研究へとつ
ながっていったことを伝えたかったからである。

先にも書いたように，まず，視聴者のタイプ
分けの前段階として，番組分類に関する研究
を行う必要に迫られた。

次に，視聴者のタイプ分けとその分析を行っ
たところ，報告を読んだNHK放送技術研究所
の同僚から，番組推薦機能の研究への協力を
求められた。多チャンネル時代の到来に向け
て，当時さまざまな場面での実装が模索され
始めていた「協調フィルタリング 5）」機能，すな
わち，「この番組を見る人」は「こういう番組を見
たいのではないか」という推論を行う際に，こ

の視聴者タイプを用いたいというのである。
さらに，この研究協力の過程で，海外の研

究誌を紹介され，投稿にチャレンジすることに
なる。人間工学系の研究誌『User Modeling 
and User-Adapted Interaction: The Journal 
of Personalization Research』である。

この雑誌が，対象をテレビの利用者に特化
した特集を組むことを知り，番組のタイプ分類
と視聴者のタイプ分けの2つの論文をベースに
再構成して投稿することになった。海外の査
読付き研究誌への挑戦は，さまざまな困難を
伴ったが，なんとか審査を通過し，2004年に
出版された同誌に掲載された。

バラエティー番組の研究と
「時間快適化装置としてのテレビ」へ

さらに，番組分類を行う過程で，当時放送
されていた「バラエティー番組」の増大と多様
化に気づき，これを研究対象としてより詳しく
分析しようという発想が生まれた。

まず，バラエティー番組の定義を定め，その
定義に沿って番組を収集し，本誌2019年6月
号の当コラムで紹介した「内容分析」の手法を
用いて，分析していった 6）。
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このころ筆者たちは，こうした作業と並行し
て，個別のテレビ番組改善のための調査も数
多く実施していた。その際に用いるのは，番組
の感想やテレビ視聴について個々の視聴者に
詳しく聞く，グループインタビューという手法で
あった。

具体的な番組や日々のテレビ視聴について，
グループインタビューの中で人々の生の声を数
多く聞いた経験と，バラエティー番組の分析研
究とを通じて生まれたのが，「時間快適化装置
としてのテレビ」という論文である7）。

人々は「何を伝えてくれるか」より「どんな気
分になれるか」を重視してテレビ番組を見てい
る。そういう気持ちに対応して「バラエティー
化」が進んでいる。―筆者たちなりに，当時
のテレビについて考察し，まとめたもので，「ス
テーションイメージ調査」から始まった一連の
作業の結実とも言える。

現在のテレビは?

この論文に，番組分類や前項で紹介したバ
ラエティー番組論文，および当時世界中を席巻
していた「リアリティー・ショー」についての研
究論文 8）（いずれも本誌に掲載）をまとめて，1
冊の部内報告書を作り，そのタイトルを，『現代
のバラエティー番組～“テレビらしさ”と“視聴
者ニーズ”を体現するもの～』と名づけた。副
題に示したように，当時のバラエティー番組は，
まさに「テレビそのもの」という感があったから
である。

あれから20年，今も，夜間のテレビ番組の
主流はバラエティー番組である。しかし，現在
のバラエティー番組は当時と同じようなものな
のだろうか。

2018年，テレビ・ラジオの批評誌『GALAC』

は「バラエティは不滅か?」という特集を組ん
だ 9）。 その中で，ライターの戸部田誠は「テレ
ビは大衆がバカにしながら見るものになった」

「“テレビ的”なものに対するアレルギーが現在
蔓延している」と言いきっている10）。 

現在のテレビは，視聴者にどのように眼差さ
れているのか。テレビとネットの境界がますま
す曖昧になっていく今，人々は「テレビ」あるい
は「テレビ的なるもの」に何を求めているのか，
あらためてさまざまな角度からアプローチする
ことの必要性を痛感している。

　（はら ゆみこ）

注：
 1） 例えばフジテレビは「母と子のフジテレビ」から

「楽しくなければテレビじゃない」への転換を経て，
2000 年当時は「フジテレビギン」というキャッチ
フレーズを掲げていた。NHK でも，1995 年，ロ
ゴマークを卵型の輪郭のものに変更，「どーもく
ん」などのキャラクターの活用を始めていた。

 2） 友宗由美子・原由美子・重森万紀・高橋佳恵「テ
レビをめぐるステーションイメージの諸相～

『2000 年 3 月ステーションイメージ調査』から
～」『放送研究と調査』2000 年 7 月号

 3） 友宗由美子・原由美子・重森万紀・高橋佳恵「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

 4） 原由美子・友宗由美子・重森万紀「8 つの『テ
レビ視聴型』とステーションイメージ」『NHK
放送文化調査研究年報　第 45 集』

 5） Collaborative Filtering　多くのユーザーの嗜
好情報を蓄積し，あるユーザーと嗜好の類似し
たユーザーの情報を用いて自動的に推論を行う
方法論。

 6） 友宗由美子・原由美子・重森万紀「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，
原由美子「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

 7） 友宗由美子・原由美子「『時間快適化装置』とし
てのテレビ～視聴態度と番組総バラエティー化の
関係～」『放送研究と調査』2001 年 11 月号

 8） 重森万紀「世界を席巻する『リアリティー・
ショー』～人気の現状と問題点～」『放送研究
と調査』2001 年 11 月号

 9） 「特集　バラエティは不滅か ?」『GALAC』2018
年 6 月号

 10） 戸部田誠「地上波バラエティは，“第 2 の創成期”
を迎えている。（特集　バラエティは不滅か ?）」

『GALAC』2018 年 6 月号


