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テレビ出演者の
ジェンダーバランス
～トライアル調査から～

メディア研究部		大竹晶子/
青木紀美子/小笠原晶子

ジェンダーや人種，障害の有無やLGBTな
ど，人々の多様性を尊重する機運が高まる中，
メディアも，社会の多様性を反映することが求
められている。私たち研究チームは，2021年
3月にNHK放送文化研究所が開催した「文
研フォーラム2021」で，「メディアのダイバーシ
ティー推進をどうする？」と題して，どのような
指標を設定すればメディアの多様性が検証でき
るのか，海外の調査事例の報告と制作者や識
者の意見を聞くシンポジウムを行った。

これを受けて日本のメディアについても調べ
てみようと，現在その手法を模索している。ま
ずは多様性の中でもジェンダーバランスに注目し
て，テレビに登場する人物の男女比を調べるこ
とにした。本稿ではトライアルとして実施した2
つの調査手法を紹介・考察するとともに，海外
で行われている手法についても紹介する。

調査目的，試した調査方法

調査の目的は「テレビに登場する人物の性別
によって，年齢，職業や肩書，役割，話題に偏
りがないかを調べること」である。この目的の
ために，次の2つを試みた。

① 番組メタデータを用いた分析
② 番組を視聴してのコーディングによる分析

① 番組メタデータを用いた分析

まず番組メタデータを活用した分析から取り
上げる。メタデータとは「データに関するデー
タ」のことで，番組メタデータとは通常「番組
名やタイトル，放送時間，内容の要約，登場人
物，紹介された店や商品などをテキスト化した
もの」を指す。表1はその1例である。

番組分析にメタデータを用いるメリットは，
・番組を実時間見なくても，放送内容の概要を

つかむことができる
・キーワードによる検索や集計など，情報の整

理が容易である
といった点であると考えた。

番組メタデータを作成している企業は複数あ
り，それぞれ記録している内容は異なる。この
うち今回はエム・データ社のメタデータを利用

表 1　番組メタデータの記録内容の例（2021 年 8月の一部）

番組名 放送局 開始時刻 終了時刻 内容

NHKニュース7 NHK総合・東京 8.17　19:24 8.17　19:27 東京パラリンピックまで1週間，選手や関係者らの入国はきょうから週末に
かけてピークとなり，成田空港には多い日には1日800人が…（以下略）

ZIP ! 日本テレビ 8.17　7:48 8.17　7:49 きのうの東京都内の新規感染者数は2,962人で，月曜としては最も多くなっ
ている。また重症者は17人増え268人となり，…（以下略）

スーパー
Jチャンネル テレビ朝日 8.17　17:56 8.17　17:57 政府はモデルナ製ワクチンについて，来年3回目分の供給を受ける契約を結

んでいる。河野大臣はファイザー製についても…（以下略）

Nスタ TBS 8.17　16:37 8.17　16:43 新型コロナウイルスに感染し，症状自体は軽症で済んだものの深刻な後遺症
に悩む人が急増している。後遺症外来には多いときには…（以下略）

モーサテ テレビ東京 8.17　6:07 8.17　6:07 内閣府が発表した今年4－6月実質GDPは年率換算で＋1.3％でした。米中
の経済拡大が背景。輸出，2.9％増加（前期比）。… （以下略）

めざましテレビ フジテレビ 8.17　7:37 8.17　7:37 全国高校野球で，あす初戦を迎える宮崎商業高校の選手ら5人が新型コロ
ナウイルスに感染した。大会本部は出場可否については…（以下略）

出典：（株）PTP「SPIDER PRO」より
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した。同社はタレントやアナウンサー，政治家
などテレビに出演する頻度や知名度が高い人物
の性別や年齢を含めた情報をデータベース化し
ており，これを使ってメタデータに記録された出
演者の男女比などを集計できるためである。そ
こでエム・データ社に以下の集計を依頼した。

なお，今回はデータベースにない人物につい
ても可能な範囲で性別の判定と集計を依頼し
たが，ニュース番組や情報番組では人物データ
ベースにない登場人物が多いため，スタジオ出
演者，解説・評論者のみの集計とした。

集計結果の概要は以下のとおりである。
全チャンネル平均（図1）

全チャンネルの出演者を集計したところ，6
割強が男性，4割弱が女性だった。

番組ジャンル別（表2）

ジャンルによって男女比に違いがあった。「バ
ラエティー」「音楽」「ドキュメンタリー」では出
演者の65％前後が男性だった。一方，「情報／
ワイドショー」「ニュース／報道」「スポーツ」で

は男性は60％以下だったが，これらの番組で
は主にスタジオ出演者を数えるため，VTRの
出演者を含めた番組全体の男女比を反映して
いない可能性がある。
年代別（図2）

男性の出演者に比べて，女性の出演者は年
齢層が若い。男性は40代が最も多いのに対し，
女性では20代が最も多かった。

職業分野別（図3）

男性出演者で突出して多い分野が「お笑
い」で，女性出演者で最も多いのが「アナウン
サー，キャスター，リポーター」であった。

【小括】

　エム・データ社の番組メタデータの集計から，
テレビ出演者の約6割強が男性，4割弱が女性
と，男性のほうが多く，年齢については，女性
の年齢層が男性よりも若い，という偏りがあるこ

対象チャンネル：NHK総合，Eテレ，民放キー 5局
期　間：6月6日（日）～12日（土）の1週間
時間帯：4時00分～ 23時59分までの間に開始する

番組
番　組：映画，ドラマ，再放送を除く全番組
集計項目：出演者の男女性別・年齢（わかる人のみ）・

職業分野・番組ジャンル

図 2　年代別 出演者の男女比

図 3　職業分野別  出演者の男女比

図 1　全チャンネルの出演者の男女比

表 2　番組ジャンル別 出演者の男女比

性別 バラエティー 音楽 ドキュメン
タリー

情報/
ワイドショー

ニュース/
報道 スポーツ

男性 67.6 65.2 63.9 59.1 55.8 50.2

女性 32.4 34.8 36.1 40.9 44.2 49.8
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とがわかった。また番組ジャンル別，出演者の
職業分野別の傾向も把握できることがわかった。

② 番組を視聴してのコーディングによる分析

テレビ番組調査におけるコーディングとは，
番組を実際に視聴し，調査目的に応じてあらか
じめ定めた指標に従って分類し，集計していく
手法である。今回は，番組に登場する人物に
ついて，「性別」のほか，「年齢」，番組内での
「役割」「ひもづいた話題」「職業・肩書」の指
標で分類することにした（表3）。なおこの分類
は，テレビ番組や新聞記事のジェンダー比など
を調査・分析する国際的なプロジェクトである
GMMP（グローバル・メディア・モニタリング・
プロジェクト）1）を参考にした。

今回のトライアル調査では，各局の編集方
針や，社会の実態や課題を反映するニュース
番組を対象とすることにした。6月のある1日，
NHKを含む3つのチャンネルの，1時間サイズ
の夜のニュース番組をコーディングした。

集計する登場人物は「放送中に発言した，ま
たは発言が引用された人」とし，同じニュース
項目に複数回登場した場合は1回と数え，異な
るニュース項目に登場した場合はそのつど数え
た。研究チームの3人がそれぞれコーディング
を行い，結果が異なる場合は，多数の結果を
採用した。

集計結果の概要は以下のとおりである。
・3番組の登場人物は計130人で，いずれの番

組でも男女比はおよそ7対3（表4）だった
・年齢で見ると，男性では40 ～ 64歳，女性

では19 ～ 39歳が最も多かった
・役割で見ると，「能動的な当事者」つまり

ニュースの主語として登場するのは，男性が
女性の4倍近くになった

・話題で見ると，「政治・行政」「経済・ビジネ
ス」にひもづく登場人物のうち，女性は2割
前後だった

・職業・肩書では「企業役員・管理職・事業主」
「学識者・研究者」「医師」は全員が男性（表

5）だった

なお，スタジオ出演者のみ，服装も分類した。
男性は背広などフォーマルな装いが多く，女性
は淡い色のカジュアルな装いが多かった。
【小括】

コーディングは，前述メタデータの集計と比
較すると以下のような特徴があった。

登場人物の性別
1.女性　2.男性　3.トランスジェンダー　4.そのほか

登場人物の年齢（推定も含む）
0. 不明　1. 12歳以下　2. 13～18歳
3. 19～39歳　4. 40～64歳　5. 65歳以上

登場人物の役割
・番組レギュラー出演者（11.進行役　12.専属リポー
ター　13.ニュース解説者（以下略））

・番組レギュラー出演者ではない人（21.ニュース
の取材・報告者　22.ニュースの能動的当事者　
23.ニュースの受動的当事者（以下略））

登場人物にひもづいた話題
1.政治・行政　2.経済・ビジネス　3.暮らし・福祉
4.気象・災害　5.科学・医療・IT技術（以下略）

登場する人物の職業・肩書
1.皇族，王族，貴族　2.政治家　3.公務員　4.司
法部門の専門家　5.教員（以下略）

表 3　今回コーデイングに用いた
指標・分類一覧表（一部）

表 4　3番組の登場人物の男女比

表 5　職業・肩書の男女数

性別 番組A 番組B 番組C
男性 72 68 72
女性 28 32 28

性別 政治家 スポーツ
選手

企業役員・
管理職・
事業主

学識者・
研究者 医師 公務員

男性 24 15 15 6 4 1
女性 6 2 0 0 0 3

（%）

（人）
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・著名人物ではない出演・登場人物も集計した
結果，男女比の差がより大きく出た

・男女の年齢差については同様の結果が出た
・役割や職業・肩書などについても集計・分析

することができた
一方，課題としては以下のような点があった。

・担当者によって集計結果が異なる場合があ
り，誰がコーディングしても同じ結果が出るよ
うな明確な基準が必要

・ 1時間番組のコーディングに数時間かかり，
大量のデータ分析には適さない

海外で実践されているＡＩ活用

海外では，出演者の多様性分析にAI（人工
知能）も使われるようになっている。以下，2
つの例を紹介する。
▶Geena Davis Institute on Gender in Media
（本部：ロサンゼルス）
・AI活用方法：顔認識と音声認識による男

女別出演時間，発話時間の計測
・計測対象：映画やテレビ番組の登場人物
・計測結果の例：2014・15年の米映画収益上

位作品（アニメを除く）を100本ずつ調査。
画面に顔出しで出演している割合，発話し
ている割合は，平均で男性が女性の約2倍。
男性が主人公の映画では平均で女性の3
～ 4倍近く，最大で10倍以上に達した 2）

▶Centre Marc Bloch（本部：ベルリン）のアン
トワーヌ・マジエール研究員による調査 3）

・AI活用方法：顔認識による男女の検出と，
映像2秒ごとに登場人物の男女を集計

・計測対象：映画の登場人物
・計測結果：1985～2019年のヒット映画 

3,770本では，出演者の女性比率は平均34％。 
経年では，1985～98年の27％から2014

～19年の45％への増加傾向が見られた
これらAIを活用した調査は，大量のデータ

を分析して自動的に登場人物の男女比の大き
な傾向を示すことができる点がメリットといえ
る。一方で，出演者の役割などの質的な分析
は現時点では難しいため，文字情報の分析や，
コーディング分析を組み合わせることで，より
総合的な分析を行っている。なお日本では，
私たちの調べたかぎり，AIを用いた動画のジェ
ンダーバランス調査は確認できていない。

まとめ

今回のトライアル調査を通し，テレビ番組に
登場する男女の数を調べることで，放送内容
のジェンダーバランスを数字によって可視化す
る可能性が見えてきた。今後は継続的な集計・
分析によって経年変化を見ることができるよう
なデータの提供をめざすとともに，制作現場へ
の聞き取りや視聴者の意識調査も行い，あわ
せて多様性向上に向けた材料にしたいと考え
ている。

社会の多様性を反映しないメディアは，視聴
者の共感を得ることは難しい。我々研究チーム
としては，多様性の中でも，まずジェンダーバ
ランスに注目しているが，障害の有無や性的
指向などの多様性の可視化にも資する研究と
することをめざしたい。
（おおたけ あきこ/あおき きみこ/おがさわら あきこ）

注：
 1） Who Makes the News - 6th GMMP Report

https://whomakesthenews.org/
 2）	The Reel Truth: Women Aren’t Seen or Heard

https ://see jane .org/research - in forms-
empowers/data/

 3）	Gender bias in popular movies
https://gendermov.antonomase.fr/ 




