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要旨
本論文は，番組審議会に焦点を当てる。番組審議会は，放送法ですべての放送事業
者に義務づけられる制度である。局側が任命する学識経験者らが，局の諮問に応じて
番組を視聴して意見を述べ，事業者側はそこで出された意見を尊重し，必要な措置を
とることが定められているのだが，現状は，審議員の人選方法や，審議内容などに疑
問も少なくなく，また放送局の側からも形骸化しているという愚痴や批判を聞く。
しかし，番組審議会をめぐるまとまった研究はこれまでほとんどなく，審議会で何
が語られているのかという研究は管見の限り見当たらない。そこで本稿では，内容分
析，テキスト計量分析を併用しながら最も全国に影響力を持つ在京民放テレビ局 6社
の番組審議会概要を題材に，番組審議会での議論の現状を明らかにするとともに課題
を抽出することを目的とする。

1.はじめに　番組審議会研究の空白
番組審議委員会（以後番組審議会）とは，放送番組の適正化を図るため，1959年の
改正放送法で放送事業者に設置が義務づけられた諮問機関である。放送法第六条にお
いて，審議機関は放送事業者の諮問に応じ，放送番組の適正を図るため必要な事項を
審議し，事業者について意見を述べることができると規定されている（第二項）。さ
らに放送事業者は番組基準や番組編集の基本計画を定めたり変更したりする場合は審
議委員に諮問する必要がある（第三項）ほか，その答申や意見に対しては尊重し，必
要な措置をとることが求められている（第四項）。さらに上記において講じた対応や
訂正放送の状況，寄せられた苦情や意見の概要などについても審議会で報告されるこ
とになっており（第五項），審議内容や措置の詳細については，総務省への届け出と
同時に一般公開も義務づけられる（第六項）。審議委員は放送法第七条において，「学
識経験を有する者」のうちから放送事業者が自ら委嘱する。電波を用いる基幹放送事
業者の場合，審議委員は７人以上と定められている。
このように，番組審議会は，放送番組や局の姿勢に対して意見を述べることが法的
に認められた重要な組織であるのだが，これまで十分に注目されてきたとは言い難い。
最近では第三者機関である BPO（放送倫理・番組向上機構）の存在感が増し，なおさ
ら注目されることが少なくなっているように感じられる。これまで，番組審議会をめ
ぐる重要性に対する指摘や提言，批判の多くは，主に業界誌という閉じられた世界に
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おいて特集などのかたちで単発的に行われている場合がほとんどで，番組審議会を真
正面から対象にまとめた研究は，佐藤正晴（1998），曽我部真裕（2012）など少数に
限られている。ゆえに番組審議会は，一般にはその存在や意義もあまり知られていな
い一方，関係者からはたびたびあきらめや批判の声も聞かれる。業界誌での議論から
その論点を整理すると，主に４つの課題が挙げられる。
まず１点目に，審議委員選定をめぐる問題である。ビジネスを重視しがちな事業者
によって選任された番組審議委員が局に対して厳しい意見と注文を出せるのか（黒田
勇 2008）。あるいは各界の著名人が委員となるため，普段テレビを見ている暇がなかっ
たり，むしろ大衆的なテレビを見なかったりと，いわばテレビから最も「遠い」位置
にいる人びとが選ばれるというジレンマ（梁瀬秀臣 1995）。あるいは「学識経験を有
する者」かつ著名であるがゆえに高齢の委員が多くを占めがち（音好宏 2008）といっ
た傾向，さらに在京局では放送関係の専門家を揃えているために，マニアックな議論
に陥りがちという弊害（西正 2005）も指摘されてきた。
続いて 2点目に，審議される番組の偏りが指摘されてきた。審議番組の選定が局に
任されている以上，批判を呼び起こしがちな深夜番組や霊能番組など，問題がある番
組や不祥事を取り上げることがほとんどない（石井彰 1995,砂川浩慶 2008）とか， 比
較的質的評価の高いドキュメンタリーなどに審議が偏りがちといった指摘である（梁
瀬 1995, 音 2008）。

3点目に，内容の公開をめぐる問題である。法改正によって，番組審議会の内容は徐々
に一般公開する方向へと指導されてきたものの，審議結果は視聴者にはなじみが薄い
（小林雅昭 1998）といった指摘や，放送局内部でも担当者しか出席を求められないた
め，審議会で何が討論されているのか，一般の現場ではほとんど知られていない (石
井 1995)といったことが課題としてこれまでにも提示されてきた。
最後に，より学術的な指摘として，番組審議会は，憲法第 21条の表現の自由に基
づく放送の自由を，あくまでも放送事業者の自主自律の体制内で適正化しようと努め
る機関として法的に認められているものの，法的根拠を持つということや議事録公開
が，結果として，省庁の強力な行政指導を許す法体系の中に組み込まれるという矛盾
をもたらしているという指摘がある（桂敬一 2002,2008）。あくまでも内部諮問機関
でありつつ，行政側から委託された苦情処理機関ではないという立ち位置は，委員に
もなかなかバランスが体得されづらく，事務局担当者にとっても，審議機関を外部の
チェック機関と捉えれば審議会を活性化させないほうがいいことになり，怪しげな番
組は審議にかけないほうが無難だとして，審議会がますますセレモニー化してしまう
ことが危惧されてきた（餅田恵生，1998）。 
これらの課題を抱えつつも，放送への政治介入が問題視される現代，改めて番組審
議会の現状と課題を今一度再検討しておくべきだろう。黒田勇（2008）は，現実に審



3

番組審議委員会における審議概要の内容分析

議会で何が審議されているのか，実際にチェック機関として機能しているのかなどと
いった基礎的な点についても，これまで十分に議論されてはいないことを問題視して
いる。実際，設置から 60年になろうとする番組審議会について，審議委員や審議内
容の現状について検討した論文は管見の限り見当たらない。
そこで本稿では番組審議会研究の第一歩として，全国の局に対して最も大きな影響
力を持つ在京民放テレビ局の番組審議会に焦点を当てて，ウェブ上に公開されている
審議会の議事概要データ（2012年 4月から 2016年 3月）4年分と審議委員の属性デー
タを中心に，どのような審議委員によって，どのような番組が審議にかけられ，どう
いった意見が語られているのかを概観することを目的とする。　

2. 研究手法　－審議内容の公開をめぐる現状
審議番組のデータと審議内容については，各局ホームページ上に一般公開されてい
る４年分（2012年 4月から 2016年 3月まで）のテキストデータと審議委員のデー
タを用いている。これらは，各局が，その審議概要を，日刊紙か番組内，あるいは各
局ホームページ上に掲載することが義務づけられていることに基づき公開されている
ものである。そのうえで初めに断っておきたいのは，ウェブ上に公開されているデー
タは，多くの場合，各局が総務省に提出している正式な文書とは別だということであ
る。総務省に提出する議事録は，文字起こしに近い状態で簡易製本されて提出されて
いることが多いが 1，ウェブ上のデータはその議論を事務局が一般向けに相当簡易化
したものであり，発言した審議委員の名前も匿名化されている。本稿では，データが
簡易版であり，事務局の編集を経たものであるという問題を踏まえたうえで，逆に言
えば，簡易化されたデータゆえに，各局番組審議会での数年にわたる議論の大まかな
動向を定量的に分析するには適度と捉え ,在京局６局の，４年分，244件の審議内容（計
193884文字）を対象とすることにした。
番組審議会議事概要は，すべての局のウェブサイトで公開されているものの，６局
ともにトップページから番組審議会のページへとすぐ開くことはできないところにあ
る。テレビ朝日と日本テレビはトップページから「番組向上への取り組み」タブ，テ
レビ東京が「よりよい放送をめざして」， TBSは「放送番組の種別について」タブから，
そしてメトロポリタン TVが「放送基準」タブから番組審議会ページを開くことになる。
またフジテレビは企業情報タブから番組向上への取り組み，そして番組審議会へと至
るという構造になっている。いずれもトップページには置かれておらず，探しにくい
印象は否めない。また局によっては一ヶ月分の議事しか公開していないところもあっ
た2。
審議会は全局ともに一年にほぼ 10回か 11回開催されている。一回の議事概要の量
は平均 400字前後から 1500字前後と局によって異なる。また放送事業者が番組基準
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や番組編集の基本計画を定めたり変更したりする場合にも，事業者は審議委員に諮問
する必要があると定められているが，こうした諮問内容の一般公開の公開度も異なっ
ている。例として，2016年初旬の民放連放送基準 149条改正に伴う各局放送番組基
準の改正をめぐる諮問内容と答申をめぐる掲載を確認してみると，6局のうち 5局に
おいて審議会で妥当との答申がなされた記述がある。また TBSは番組基準改定につ
いての別ページが設けられており，フジテレビの公開議事録には，改定についての局
側からの説明と，民放連の決定や説明に対する不満を含めた審議の内容詳細が掲載さ
れ，審議委員によって示された疑義についても記されている3。また，審議会に対して
提示すべきとされている局からの各月報告事項も，審議内容の概要を公開している局
が３局，審議事項のみが 2局，掲載なしの局が 1局となっている（2016年 3月現在）。
さらに，番組や局の方針等に対する委員意見に対する，局側の意見や対応については， 
5局で何らかの説明が記されているが，その分量はさまざまである。

3. 審議委員の現状 
それでは，審議委員としてどの
ような人びとが選任されているの
か，在京６局の審議委員の現状を
見ておきたい。
審議委員は「学識経験を有する
者」から，各局によって委嘱され
ることになっている。2015年３月
現在，在京民放テレビ局６局では，
多い局で 11名，少ない局で７名，
計 58名の審議委員が委嘱されてお
り，一局あたりの平均は 9.6名で
ある。2015年の審議委員がこれま
で何年務めてきたかを民間放送年
鑑で辿ったところ，最も長い委員
で 20年であり，各局，平均 6.6年
から 13年，全局平均で 8.6年となっ
た。今回は委員の年齢まで確認し
てはいないが，役職と合わせて考
えても，任期の長さは，委員が高
齢である証左といえよう。
続いて，委員の男女比について

図1　審議委員会全体における女性割合（％）
（2015年度）

図2　審議委員の職種内容
（2015年度 n=57）
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見ると（図１），女性の割合は，ほ
ぼ 3割で横並びである4。審議委員
の職業を見てみると（図 2），自由
業が占める割合が 53％と高い比率
を占めている。さらに自由業の内
訳を見ると（図３），評論家，編集
者，作家など文筆系が 12名，続いて，
女優や脚本家，作詞家などの放送，
映画，音楽系が 10名，そして弁護
士が 6名となっており，いずれも
著名人がほとんどである。在京局
で著名文化人が多いことは，地元企業の経営者が多くを占める地方局の委員構成と最
も異なる点として 1995年のレポート（放送レポート 133：1995）でも指摘されているが，
2015年も同様の結果といえる。
自由業の次には，いずれも 16%（9名）で，大学や研究所に籍を置く研究者と会社
経営者／役員が続いている（図２）。他には，系列新聞社の社員などが会社員として，
その他にスポーツ関連団体の代表や OBなどが入っている。推測に過ぎないが，在京
局の委員に著名人が多いということは，相応の収入であることが見込まれ，階層的偏
りは避けがたいように思われる。ちなみに，現在，NHKの中央番組審議会には農協
や組合の幹部が名前を連ねているが，在京民放テレビ６局には見当たらない。委員の
多様性という意味では，メトロポリタンテレビジョンが外国人委員5を一名委嘱して
いることが注目される。

4. 審議内容の分析　
4-1.審議対象番組

上記のような委員による審議が行われ
ていると踏まえた上で，それでは 4年間
に番組審議会でどのような番組が審議対
象となったのだろうか。
図４は，2012年 4月から 2016年 3月
までに，在京民放テレビ局で開かれた 243
回の審議会で対象となった番組／議題を，
報道／社会情報，ドラマ・アニメ，ドキュ
メンタリー，バラエティ／音楽，スポーツ，
全体審議／見学という６つのジャンル別

図4　審議番組のジャンル内訳（全体）
（n=244）

図3　職種内訳（自由業に限る）
（2015年度 n=29）
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に整理したものである。
ちなみに民間放送の番組には，規定で，それぞれ報道，教育，教養，娯楽，その他

(通販など )というジャンル分類が番組ごとに設定されているが，１）その番組がどれ
に属するかは一般には公開されていないこと。２）報道と教育，教養の差が現在では
きわめてわかりづらく，１）の公式区分でも一つの番組ジャンルが複数にまたがって
いること。３）ドラマやドキュメンタリーなど作品性の高いものを別ジャンルとして
捉えてみたいことなどから，改めて上記の区分にしたがって分類しなおすこととした。
また３局が，年に数回，個別番組を対象にするのではなく，局舎見学や番組全体，編
成や方向性に関してテーマを設定し，意見聴取する会を設けているため，全体審議／
局社見学というジャンルを設けている。
ジャンル分けにあたっては，最近では教養をバラエティやドラマの手法で見せるイ
ンフォテインメント番組が数多く，はっきりと分類することが困難な番組も少なくな
かった。たとえば TBSの『未来遺産』は，各回，報道，ドキュメンタリー，ドラマとジャ
ンルを跨いだ構成になっている上に，各回，そのジャンルは大きく異なっていたため，
こうした場合は，その回ごとに，審議会に出席している局担当者の所属，局のウェブ
サイトの説明，審議会の内容，wikipediaの説明，あるいは動画サイトでの確認とい
う順で情報を参考にし，構成に最も多く含まれていると考えられるジャンルひとつに
決定していった。なお，池上彰氏が解説をするインフォテインメント番組も各局で審
議されていたが，これらはいずれも報道／社会情報に分類した。
全局で見ると，審議番組のほぼ 4割超がバラエティ／音楽番組であり，たびたび聞
かれるように，ドキュメンタリーや報道系番組がとりたてて多いという傾向は一見感
じられない。しかし，審議内容とウェブサイトから見る限り，議論を呼び起こしかね
ない過激なバラエティや，情報の真偽に疑いが残るような番組はほとんど審議されて
いないように見受けられる。バラエティといっても中心になるのは，局が自信を持っ
てみせられるインフォテインメント系番組が中心のようだ。しかしだからといって，
問題含みの番組がまったく審議されていないというわけではなく，審査員のほとんど
から酷評されている番組もある。
ドラマ・アニメに関しては，子どもや中高生に人気のアニメ番組（深夜を含む）が
対象になったケースが，この 4年間に行われた 244本，ドラマ／アニメ 36本の審議
において『サザエさん』１本だけである点は注目に値する。なお最近番組ジャンルと
して認められた通販番組はこの 4年間在京民放テレビ局では審議されていない。
続いて，審議番組の傾向を各局別に分類したものが図５である。局によって扱う番
組ジャンルにはばらつきが見られる。局によっては，毎年同じ月に同じジャンルの番
組を審議するところもあるほか，全般的な局の動向について定期的に意見を求めてい
るケースもある。中には特別番組として放送した新しいタイプの番組を審議にかけ，
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その評価をもとに微調整をしたの
ちにレギュラー番組化している例
もあった。
個別番組の審議に関しては，社
会問題化した日本テレビ『明日，
ママがいない』など，問題化した
あとに，ドラマの是非を含めて活
発な審議がなされているケースも
ある。児童養護施設に暮らす子ど
もたちを主人公にしたこのドラマの審議では，演出上の課題を指摘する意見（２件），
表現の配慮に足りなさがあったとする意見（３件），放送前，社会問題後の対応に問
題があったとする意見（３件），番組への応援（１件）となっており，全体としては，
局に対しての姿勢を問いただす流れとなっている。また報道番組に関しては，普段は，
出演者やコメンテーターについてや番組の構成，演出に関する意見が多く，ジャーナ
リズムのありようにまで切り込んだ意見はそれほど多くないものの，テレビ朝日では，
『報道ステーション』の慰安婦問題検証報道（テレビ朝日, 553,2014.9.）や，古賀発言
の回，自民党情報通信戦略調査会への呼び出しの件（テレビ朝日, 559,2015.4.）など
を審議にかけている。いずれも審議委員からは，局の立場を理解した上で，その判断
への賛否や提案とともに，実際のメディア報道を超えた世論の高まりを冷静に見つめ，
放送局が過剰反応しないように諌める発言がなされている。
これらはいずれも問題になったあとの対応として審議にかけられているが，すべて
を BPOに任せるのでなく，また放送への政治介入を招かないためにも，常に内部の
諮問機関である番組審議会が問題に対して対応できることを示す意味でも重要な審議
だといえる。

4-2. 審議内容の内容分析

それでは，審議対象番組やテーマに対して，委員はどのような視点からいかなる
意見を述べているのか。まずは，4年間の議事概要に掲載されている委員の発言，全
2151件について，１）その発言の対象（内容，演出，出演者，番組編成）と，２）評
価（好意的評価，提案，批判，感想）という二つの指標からコメントを抽出し，計量
的に分析した。なお，一人の委員の発言のなかに，二つ以上の要素が含まれている場
合は複数のコメントとして抽出したため6，総コメント数は計 2151を上回る 2952と
なっている。
これらの指標の抽出とコメントの分類にあたっては，先に大学院生らとともに複数
でサンプルを用いて指標を抽出し，筆者がさらにサンプルを精査しながら指標を整理

図5　審議番組のジャンル内訳（局別）（n=244)
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してコーディングルールを決定した。そののち，そのルールに基づいて筆者がまずいっ
たんコメントを分類し，その後，２名の補助者が全体量の半分ずつについて，コーディ
ングルールを参照しながらチェックし，異論がある分類に関してはもう一方の補助者
が結論を下すというかたちで確定した。
用いたコーディングルールの概略を示しながら，指標について説明しておきたい。
発言の「対象」に関しては，内容，演出，出演者，番組編成という４つの指標に照ら
して分析した。「内容」は，番組で取り扱われる情報や物語の内容や特性，テーマや
企画意図などに関するコメントを含めた。一方，演出とは，番組内の構成やキャスティ
ング，演出，あるいはスタジオやセット，カメラワークなどに関するコメントを分類
した。また番組に登場するキャスターや俳優，ゲストやコメンテーターなどに対する
評価コメントは「出演者」に，そしてその番組の放送時間帯や長さ，視聴者設定や編
成上の特性，あるいは番組と関連した局の方向性などに関するコメントは「編成」に
分類した。
一方，発言が示す評価に関して，「好意的／肯定的評価」には，「抜群の安定感」「評
価したい」といったわかりやすい賛辞とともに，「いい意味で軽やかさがある」や「期
待せずに見たら意外に面白かった」「すごく難しい作業であったはずだ」といった評
価を分類した。続いて，「提案／アドバイス」には，「○○があったらもっとよかった」「○
○を見たかった」といった軽い要望や，「主張のようなものをどこかに一つ入れておく
ということがあってもよいのではないか」「〇〇のようなコーナーを設けたらいいの
ではないか」といった代替案やアドバイスを提示するコメントを分類している。また
「否定的評価／批判」には，「食い足りない」「○○であったのが残念」「○○についてもっ
とつっこんでほしかった」「見るに堪えない」といった強い要望や不満の他，不満や
不信を長く述べたうえで「○○のほうがいいかなと感じました」と述べているコメン
ト，あるいは「野暮ったい感じがする」といった一般的にネガティブとされる用語を
用いて発せられたコメントを含めた。さらに，「年寄りには判断できない」などといっ
た判断保留や，個人的な好き嫌いや印象を語った発言，そして「○○について，若い
人にも誇りを持ってもらいたい」といった番組の直接の評価とは逸れたコメントは「印
象／個人的感想」に含めることとした。
ちなみにこのコーディングルールにしたがって分析したところ，審議会の議事内容
に記載されている委員の意見は，これらの対象と評価をめぐって，複数にまたがった
り，評価が分かれたりすることはあっても，いずれの指標にも分類できないという事
態は起きなかった。ただし，先にも述べたように，議事録はかなり編集されているので，
現実には否定的評価や批判，印象や個人的感想が多かった可能性を勘案しておく必要
がある。
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番組審議委員会における審議概要の内容分析

4-2-1．全体的な動向１．審議コメントの対象

図６は , こうした手続きを経て抽出され
た全データを合計し，どういった対象にコ
メントされたかという比率を示したもの
である。基本的には，番組内容に関する
コメントが半数近くであり，続いて，演
出についてのコメントが続いている。出
演者や編成に対してのコメントはそれぞ
れ 10%前後であった。
「対象」の分析から注目されることは２点
ある。まず，「演出」をめぐるコメントは，
数としては内容に関するコメントよりも若干少ないものの，専門家ならではと思える視点
が豊富に含まれていることである。たとえば「番組タイトルの「塾」という言葉が，教育
や学習を想起させてしまい，今起きている深刻な問題をとりあげているというリアリティ
を失わせている。タイトルを変えるか，画面上にタイトルのテロップを出し続けるのはや
めた方がいい（テレビ朝日 550,2014.5）」，あるいは音楽番組では「作詞家の意見が聞かれ
たらより深みが出る (日本テレビ 486,2015.3)」など，専門家ならではの視点から，より
具体的な批判や提案が述べられている傾向が高かった。
２点目に，番組をめぐる審議でありながら，編成に関してのコメントが 10％近くある
点も注目に値するだろう。審議委員は，番組を編成する諸力にも目を向けた発言をして
いる。たとえば，「（この番組は）7時からのゴールデン（タイム）へ結びつかなければ
ならない。（番組の）最後を強化する，数字（視聴率）が落ちないようにする等，考えて
みるべきではないか（テレビ朝日 543，2013,9）」「１，2問あたりに難しい問題が入って
いて，大人がチャンネルを変えてしまうから視聴率が上がらないのではないか？大人向
けと子ども向けを上手くあわせるなど，番組の構成を変えたら，視聴率も上がるのでは
ないか (日本テレビ 460,2013.4)。」など視聴率を意識したコメントや，「低予算でゆるく
作って，そこに通販が入ってくる。いい流れ。こういう力の抜けたものを編成上どこか
に配置することは必要 (テレビ朝日 565,2015.11)」など，委員が当該局の経営状況や心
境を内面化しているかのようなコメントも少なくなかった。あるいはそうした事情を踏
まえた上で，「二時間枠の番組が増えているように見受けられるが，内容的に間延びして
いる印象。制作コスト，CM収入など経営上の事情があるかもしれないが、一時間の枠
で中身が充実している方がいいと思う（TBS,578,2014.12）」といった批判もなされている。
こうした経営的視点は，一般視聴者からはおそらく出てこない類のものだろう。公開デー
タからだけでは断定できないが，放送と職務上関係がなかった委員も，長く審議会に参加し，
局側の説明を聞くうちにこうした視点を得ていくことがあるのではないかと推察される7。

図6　審議コメント内訳（対象別）
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4-2-2．全体的な動向２．審議コメントの評価

図７は審議コメントに含まれる評価に
ついて分類したものである。審議会事務
局の担当者が意図的／無意識のうちに好
意的評価を多めに取り上げている可能性
は否定できないが，審議概要上では「好
意的評価」が 44％と最も多かったことに
なる。また，提案，アドバイスにはどこ
かに不満があると言えるので，否定的評
価／批判とあわせて全コメントのほぼ半
分が現状に対して何らかの要望を伝えて
いることになるだろう。否定的評価や批判のなかには，「こんなに内容がなくてよい
のかと思った（日本テレビ，488,2015.5）という辛辣な意見をはじめ，制作者が考え
ておくべき要素への注文が多くつけられている。一方で，担当者が省いた可能性も否
定できないものの，単なる個人的な好き嫌いや印象についてのコメントは，データ上
は 6%に留まっている。
表１は，全コメントが対象としてい
る指標と評価の割合をより細かく見た
ものである。内容に対しての好意的評
価を含むコメントが全カテゴリーにお
いて 26%と飛び抜けて最も多い。一
見誉め過ぎの感もあるが，専門性を持った委員による好意的評価は，視聴率や苦情電
話からは見えてこないポジティヴな評価として制作者の自信に繋がる可能性もある。
続いて多いのが演出面で，構成や演出をめぐる批判が 14％ある。続いて演出面での
好意的評価が 10％。そして演出への提言が同率で続く。その次に内容に対してのアド
バイスが 9%，内容に対する批判も 9%と続いている。
ちなみに，出演者に関するコメントに対しては，主に司会者など中心的な人物の評
価であり，そのふるまいや言動に対しての好意的評価が多く，その場合，複数の委員
によって同時に示されている場合が多いのが特徴的だった8。
続いて次ページに示した表 2から表 7は，番組ジャンルごとの傾向である。これら
を比較してみても，ドキュメンタリー，全般的な審議や見学以外の番組ジャンルには
差はほとんど見られず，いずれも概ね 5%以内に留まっている。
ただしドキュメンタリー（表 5）に関しては，内容に対する好意的評価が 43%と，
他のジャンルの平均値を 20％近く上回っている。批判も多ジャンルよりも 10％以上
少ないことからみると，ここで審議された 14件がそろって優れていたという理由以

表 1　全コメント内訳

図7　審議コメント内訳（評価別）
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外にも，ドキュメンタリーというジャン
ル自体が審議委員好み，あるいはその設
定自体が高く評価されていると言えるか
もしれない。一方，放送番組全般や局の
方向性について審議する会や局内見学会
にも，通常の番組審議会とは異なる傾向
が見られる。番組審議会の進行方法にも
関わる点だろうが，演出に関する指摘が
低下し，かわりに編成方針や方向性に関
する意見やコメントが増加する傾向が見
られる。逆に言えば，通常の番組審議会
では，具体的なある「番組」を対象とし，
内容や演出に対して具体的かつ実践的な
提言や批判を得ることができると評価で
きる一方，放送局の方向性や理想像，コ
マーシャルの入り方や編成に関しては語
られにくいと言えるかもしれない。放送
全般に対して尋ねる会は，番組個別では
聞き取れない要望や課題を抽出する上で
効果がありそうだ。
なお，局内の見学に関しては，ほとんど
が「バックアップの仕組みを作っている
ことがわかり，とても印象的」「多くのス
タッフが日々努力していることがわかり
頭が下がる重い」などと好意的評価と結びついている。圧倒的なプロの技術と現場の
リアリティを知ることも審議において大事だろうだが，そうしたプロフェッショナル
な世界に埋もれてしまうと，視聴者としての疑問や否定的なコメントを発しづらくな
る危険性もある。こうした点からは，むしろ現場から離れ，閉ざされた会議室で議論
するからこそ，否定的評価や批判を聞き取ることができるのだと言えるかもしれない。

 
4-3. 審議内容のテキスト計量分析　̶テキストマイニングソフト KHコーダーによる

分析

4-3-1 　頻出 150語と共起ネットワークからの分析

続いて，審議概要をより客観的に把握するためにテキスト計量分析を併用した。テ
キスト化した委員の意見 2151件，193884文字をテキストマイニングソフト『KHコー

表2　バラエティ/音楽番組に対するコメントの内訳

表3　報道 /社会情報番組に対するコメントの内訳

表 4　ドラマ /アニメに対するコメントの内訳

表 5　ドキュメンタリーに対するコメントの内訳

表 6　スポーツ番組に対するコメントの内訳

表7　全体審議/社会見学に対するコメントの内訳
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ダー9』に取り込み，程度を表す副詞
を除いて頻出 150語を抽出したところ，
表 8のようになった。さらに，これら
頻出 150語がどのような用語とともに
用いられる傾向が多いか，KHコーダー
にある共起表現マップ (描画数 60, 図
8)を用いて確認した。これは，語彙の
量が大きいほど円が大きく示され，ほ
かの語よりも特徴的なつながりをもっ
て使われている語が線で結ばれている。
たとえば，中央部分にある「高い」「評
価」，あるいは「期待」と「今後」は，
いずれもほかの用語よりも高い頻度で
共に用いられていることが示されてお
り，ここからはおそらく「高い評価」
「今後に期待したい」といった表現が
頻繁に用いられていることが推測され
る。このように当然と想定される結び
つきもあれば，一方で，審議内容の傾
向を推測させる語群も見えてくる。
たとえば，左下部分に示されている，

「ニュース」，「解説」や「コメンテー
ター」，「意見」といった語群，あるい
は左上に見られる「キャスター」と「個
性」「女性」という用語との結びつき，
あるいは右下の，ゲストとスタジオの
結びつきは，番組の出演者や演出，意見の述べ方といった視点からのコメント群が複
数回出ていることを示している。あるいは，右上部分に現れている「今」の「時代」
や「社会」の「問題」についての「意識」や「テーマ」といった発言群も確認できる
だろう。中央下部に見られる「日本」「文化」の「魅力」と「世界」，あるいは「日本人」「好
き」といったコメント群からは，最近数多く編成され，また審議会でもたびたび取り
上げられている日本再発見を掲げた番組について多く審議されたことを表していると
考えられる。あるいは右側に現れているように，映像，カメラ，全体，印象といった
語群からは，映像演出上の課題がたびたび述べられていることを暗示しているように
見える。

表 8　審議概要における頻出 150語

図8　頻出語150を用いた共起ネットワーク（描画数60）
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審議概要をそのまま分析しているときには気づかなかったこととして，「人」の共
起表現として「若い」という言葉が結びつけられ，また「若い」という用語が「世代」
と共起されている発言群が出現していることにも改めて注目したい (図８上部 )。審議
概要では，たしかに，委員たちが折に触れ，「若い人たち」が番組をどう受け止めるか，
あるいは若い世代に対する配慮を語っていたことに気付かされた。たとえば 2014年
11月のテレビ東京の審議会で『トーキョーライブ 22時 ニチヨルまったり生放送中』
について審議された際には，ジェネレーションギャップ，ジェンダーギャップによっ
て，審議委員から「評価不能」といった発言も少なくなかった。この番組以外にも，「若
者向けの番組を血圧を上げながら見た」といったコメントや，腹が立ったというコメ
ントもあった。逆に言えば、審議委員は比較的高齢であり，男性が３分の２を占め，「学
識経験者」であるがゆえに，若い世代に配慮しつつも，その好みや現状が主観的には
十分に理解できていないことを危惧しながら意見を述べている傾向が現れているので
はないだろうか。

4-3-2.テキストマイニングから探る女性，子ども，高齢者への配慮 

さて，試しに視聴者側から問題として提起されそうな用語をいくつか検索してみる
と，「危険」は７件，「いじめ」は６件，「残酷」は 4件となっており，演出について
触れる際に使われることの多い「工夫する」(80回 )」「企画する (61)」「取材する（58）」，
あるいは「コーナー（66）」「スタジオ (77)」といった用語群と比べれば，はるかに言
及が少ない。こうした点からも，審議会が視聴者視点というより制作者の視点から議
論されている様子が垣間見える。テレビ業界と近いところにいる自由業に委員が多い
ことと重ね合わせてみても納得できるだろう。
なお，前後の単語とのつながりを見る KHコーダーの KWICコンコーダンス分析に
よれば，女性（77），子ども (68)に関しては , 女性や子どもの出演者など，特定の人
物を指す際に用いる（「女性キャスター」，「子どもたちの演技」など）場合が 6割程
度あり，女性表象に対する議論や視聴者としての女性や子どもの視点を気にして論じ
た発言は 4割程度である。どちらも「出演者としての」女性や子どもに触れた文脈で
使われている点で似通っている。
女性についてジェンダーの視点から論じられている文脈を抜き出してみると，二つ
の方向性が浮かび上がる。ひとつは，女性キャスターなどの服装についてのコメント
である。キャスターがブーツというのはよくないという意見や，情報番組の女性キャ
スターが冬でも露出度の高い洋服であることへの疑義などがその例である。もう一つ
は，女性の生き方の多様性をめぐるコメントである。たとえば「女性タレントのいじ
り方は非常に不快だった。また，「独身が孤独だ」という前提での話しも ,ある意味，
価値観の押しつけで，見ていて嫌な感じがした（日本テレビ，479,2014.6）」「離婚は
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良くないことだという前提で番組が作られていた。離婚してもいいんだ、という考え
方もある（テレビ東京，380,2013.7）」。「アラフォー女性の描き方に独創的な工夫が
足りない／女性の会話に本音が出ていない／女性ターゲットのドラマの割に女性の視
点が欠けている（フジテレビ，452,2015.11）」など，女性の描き方に関して多様性が
足りないという批判的コメントや提案が多く見られた。
一方「子ども」であるが，子ども向け番組の審議はほとんどなされていない。また
触れられている場合は，多くが演出上の子どもについて論じられており，社会のなか
の子ども，視聴者としての子どもに触れた部分は，「子ども」に番組をみせられるか
否か，あるいはこの番組を見せたいといった視座からのコメントで 18件に留まった。
一方，高齢者という用語は使用されておらず，見つかるのは年寄り（8）といった，
おそらく高齢者自身が自ら発したと思われる言及であり，病気 (8)などへの言及も思
いのほか少なかった。

４．審議内容の分析から見た番組審議会の課題
本稿では，番組審議会の様子を４年分の議事概要から振り返った。番組審議会に対
して期待されることは，自社番組の質を担保するために審議する自浄機関たることで
ある。局によっては，ほんの一行という要約のみしかないところもあるものの，審議
概要には番組に対する多様な意見が寄せられており，賛否両論が併記され，提案や批
判も半分を超えるなど，最低限の条件はクリアしているだろう。 
しかしこの仕組みをより生かしていく上での課題と提言もある。ウェブ上の審議概
要の分析から見えてきたことを 4点挙げておきたい。

1点目は，審議委員の属性と任期についてである。本橋春紀 (2009)は，番組審議会を，
本来，表現の自由市場において，表現できる力に不均衡がある視聴者，市民の側から
放送事業者を批判する回路を保障し，その不均衡を是正するための制度と説明してい
る。しかし，審議会での議論からは，放送文化内部の視点や専門性に立ったコメント
が多く，あるいはおそらくは長い任期のうちに，委員自身が局内部の視点へと回収さ
れてしまいがちで，普通の一般市民が不満をいだきがちな問題が無視されやすいとい
う課題が見えてきた。放送倫理や番組の構成や演出に関わる専門的な議論は，言うま
でもなく審議会に必要であり，それは質的向上に大きな意味を持つ。しかし本稿でも
たびたび指摘したように，高齢の委員からは，若者の趣味や好みがわからないと，い
わば審議が「放棄」されるような事態もあった。そうした状況は，本来問題含みであ
る点，議論せねばならない点を見逃してしまうことにつながりかねない。歴史的に見
て，一般市民のメディア不信や低俗番組への批判が放送への政治介入を後押ししてい
ることから見ても，学識経験者の視点の一方に，視聴者の多様性，あるいは普通の視
聴者の視点や不満，たとえば良識的な若者たちの意見がこぼれおちない制度設計にし
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ておくべきではないだろうか。
2点目に，審議会はあくまでも内部自浄機関だということを心得る必要がある一方，
番組が世論の無駄な批判を招かないよう，火種になりかねない番組こそ審議会で検討
しておくべきだといえる。過激なバラエティや深夜アニメなどが審議にかけられるこ
とは少ないようだ。確かに委員は厳しい批判もするが，議事内容からは，多くがきわめ
て良心的に局の将来，よりよい放送文化のために助言をしている。審議コメントのなか
には，あまりにも要約されている局もあるものの，審議委員たちが単なる好意的評価だ
けでなく，提言や批判といったネガティブな要素もあえて指摘し，提案やアドバイスを
付け加えるという姿勢を共有していることは，いずれの局の議事録からも一定量読み取
ることができた。中には局のブランドイメージや放送文化を思う故の厳しい意見も多数
ある。たとえばフジテレビの但木敬一審議委員長が，「フジが番審に何をしてくれるか
ではなくて，番審がフジに何ができるかを考えなければと思っている。最近はネットの
炎上など，大きな会社の場合，恐ろしいのはレピュテーションリスク。レピュテーショ
ンリスクから守るには，内側の自浄作用がきちっとしていなければならない。番審はフ
ジのウォッチャーであると同時に，フジを守る役割も担っている。何か問題が起きたら，
いち早く番審で論議して，いち早く伝えることも必要ではないか10。」と述べていること
にも現れているだろう。審議される番組によっては，「はたして番組審議会で取り上げ
るような番組だろうかと思った（日本テレビ，489,2015.6）」という「見下げた」コメ
ントもないわけではないが，審議委員の側も，高評価の番組をたたえるだけでなく，改
めて局内部の自浄機関と認識し，ビジネスを優先しがちな放送事業者に対し，問題含み
と思われる番組に対して，いかに番組の質を高めていくかを問い続ける社会的責任があ
る。一方で，「公開」という要素，そしてそれに伴う委員の立ち位置について局の側も
再確認しておく必要があるだろう。審議内容の公開という視点は，一般視聴者への回路
を開き，裾野の広い放送批評をもたらす可能性と同時に，一旦放送批判の世論が高まれ
ば，省庁の介入を招く要素ともなりうることが危惧されてきた。
３点目に，「番組」に焦点を当てた審議の方法が，炎上しがちな問題を指摘しづらい
という点である。先にも述べたように，番組を対象とする利点としては，専門的な視
点から，具体的かつ実践的なコメントが得られやすいという点がある。これは，番組
制作者にとって，何が良かったのか，悪かったのかを語らない視聴率や，タレントの
好き嫌いで判断されがちな視聴者モニターなどとは異なる質的評価としても価値をも
つ。しかし，利点とともに欠点もある。番組表現だけに着目すると，その番組を創り
出す営業上の背景や制作プロセスにまでは十分に目が届かない。しかし昨今の放送業
界をめぐる BPO審議や「炎上」の原因は，そうした見えないプロセスの中にこそ潜み
がちである。
一つの例として，BPOで審議入りした番組の一つに，フジテレビの「ほこ×たて」
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が挙げられる。BPOでは，2014年 10月 20日放送の番組内で，出演者のラジコンカー
操縦者が放送後，「対決内容が編集で偽造された」と指摘し，番組が打ち切られた事
態に対して，委員会が「番組の制作過程で適正であったとは言い難く，重大な放送倫
理違反があった」とする意見を公表している。この番組に対しては，本研究の対象期
間外ではあるが，2011年 3月にフジテレビの番組審議会で審議が行われている。実
はこのときの番組評価はきわめて高い11。「今一番日本で大事にされなければならない
小さな会社の職人と農家の人の対決という企画がすばらしい」「互いの技を認め合う
姿がさわやかな印象」「NHK教育で扱っても良さそうなテーマをバラエティ番組にし
たアイデアに感心した」など絶賛といえる審議内容である。BPOの見解においても，
番組そのものには高い評価が寄せられてきたと記述されている。では果たして番組を
視聴するだけで，海外ロケでの度重なるアクシデントやルール改定という制作プロセ
スや，局本体の関わりの薄さに潜んでいた問題を見抜けたかと言われれば，おそらく
困難だっただろう。番組審議会は，あくまでも表現されたコンテンツに現れた問題を
指摘できるだけで，制作のプロセスに直接踏み込むことはできないからだ。
しかしだからといって，番組審議会でそうした火種を見つけるのが不可能というわ
けでもないだろう。映像制作やジャーナリズムなど専門家が多く集まる東京の審議委
員会では，一方で局の置かれた状況に対しての理解が進んでいることも見てきた。ま
た演出に対する専門家からの卓越したコメントも少なくない。であるならば，今後，
こうした限界を踏まえたうえで，映像に現れるちょっとしたサインや局の変化を見逃
さず，問題の温床を生まないような審議の姿勢も求められるのではないだろうか。
最後に，今後への提言として，審議会議事録の活用が挙げられる。普段見ている番
組を審議委員がいかに論じているのかは実は多くの視聴者にも気になるところだろ
うし，専門家の分析はメディア・リテラシーの向上にも役立ちそうである。筆者自
身，審議会の内容を分析していて，高い評価を受けている番組は一度見てみたくなった。
ウェブサイトの奥に閉じ込めておくのではなく，議事録の公開をもっと工夫すること
で，高評価の番組に新たな視聴者を呼び寄せることもあるだろう。議事録の積極的な
活用が，視聴者のあいだに裾野の広い放送批評を生み出す可能性も十分あるに違いない。

※本研究は，放送文化基金平成 27年度研究助成「番組審議会の再検討 –番組をめ
ぐる質的評価のリ・デザインに向けて」による。記して，感謝の意を示したい。
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註
1 研究においては，本来，データがどの程度正確に要約されているかを見きわめる必要がある。しか
し，各放送事業者の事務所で総務省提出版の確認はできるものの，コピーなどは許可されていない
局も多く，分量的にすべてをその場で手入力して確認することはほぼ不可能である。また総務省側
からも提出された議事録は一般公開されていないため，さしあたりウェブ上の一般公開概要を用い
て，局側が公開した審議内容として検証することとした。

2 2016.8.10現在。なお，１ヶ月しか公開されていない局の議事データは，本研究では担当者と交渉
の上，別途送付してもらったデータで分析を行った。

3 フジテレビ第 453回番組審議会議事録概要 (2016.1)
http://www.fujitv.co.jp/company/action/shingikai/shingikai_453.html（2016.8.10アクセス）

4 審議会をめぐる研究はきわめて少ないが，樺（2015）は，構成を分析する目安として 1999年に閣
議決定された「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」を挙げている。省庁の審議会を対象に
した同計画と事業者が組織する審議会とでは性質が異なるが，同計画の「審議会の運営に関する指
針」では，委員については原則として 2年以内を任期とし，再任を妨げないが，10年を超えては
任命しないこと。そして女性の比率を 30%に高めるよう努力することを掲げている。

5 この委員はイギリス人男性。元 BBC勤務で現在は会社経営。
6 取り上げられている一つの発言の中に複数の要素があるコーディング例として，たとえば，「プラ
イムタイムに 2時間の特番を組んだことに敬意を表したい。（編成／好意的評価），ガンカメラ映像
は初めて見る物でたいへん新鮮な驚きがあったが（演出，好意的評価），ドラマ部分はやや演出過
剰。最後の元パイロットの涙はよいお話にまとまりすぎた気がする。（演出／批判）」など。（TBS
第 581番組審議会「千の証言スペシャル 私の街も戦場だった」審査内容）

7 砂川 (2008)は審議会委員になることで，テレビの見方に変化が生まれたと述べている。番組審議
会の効用として，引き続き，こうした審議委員の変化についても研究を進めてみたい。

8 ちなみに出演者に対する印象や個人的感想が表 1で 0%となっているのは小数点切り下げによるも
のであり，実際には 14件存在している。

9 テキスト計量分析のソフト，KHコーダーの仕様については，http://khc.sourceforge.net/（2016.8.10
アクセス），樋口 (2014)を参照。

10 フジテレビ第 453回番組審議会議事録概要（2016.1) http://www.fujitv.co.jp/company/action/
shingikai/shingikai_453.html (2016.8.10アクセス）

11 フジテレビ第 405回番組審議会議事録概要（2011.3）http://www.fujitv.co.jp/company/action/
shingikai/shingikai_405.html（2016.8.10アクセス）




