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あらまし：インターネット上に散見されるメディアに対するネガティブな書き込みに接触することが、個人の

意識・態度に影響する可能性があると考えられる。本研究では、メディアのなかでもテレビ・ドキュメンタリー

に対する意識・態度が、インターネット上の情報とどう関係するかについて、大学生を対象に実施した調査結果

を基に分析を行った。その結果、インターネット上の情報を参考に回答した大学生は、そうではない大学生と比

べて、テレビ・ドキュメンタリーは、現実を再構成（リプレゼンテーション）したものであるという、メディ

ア・リテラシーの中心的概念と重なる意識が高いことが示唆された。 

キーワード：テレビ・ドキュメンタリー、大学生、インターネット、メディア・リテラシー、リプレゼンテーショ

ン 

 

1 はじめに 

インターネット上では、テレビに対するネガティブな

書込みが散見される。Google検索で“マスゴミ”（“マス

コミ”と“ゴミ”を掛け合わせた言葉）と“テレビ”をクロ

ス検索すると、約 390万件がヒットする（2021年 2月

8 日現在）。これらのネガティブな書き込みは、事実無

根だとして違和感を訴える番組制作者が少なくない[1] 

[2]。 

日本では、1980年代から1990年代にかけてテレビに

関する不祥事が続発し、放送事業者と視聴者の間に意識、

認識のギャップがあるのではないかと指摘された[3]。

そのギャップの解消のために、視聴者がメディア・リテ

ラシーを向上させ、放送事業者と視聴者の間の健全な緊

張関係を醸成することが目指されてきた[4]。しかし現

在、インターネット上で散見されるテレビに対するネガ

ティブな書込み、およびそれに対する番組制作者の反論

からは、放送事業者と視聴者の意識、認識のギャップが

解消されていない面があることがうかがえる。 

なかでも、テレビで放送されるドキュメンタリー番組

（以下、テレビ・ドキュメンタリー）は、これまで制作

者と視聴者との意識・態度の違いがあると指摘されてき

た[5]。これを実証する調査としては、村井ほか[6]が実

施した、大学生と番組制作者を対象にした調査がある。

調査では、テレビ・ドキュメンタリーが現実をいかに再

構成（リプレゼンテーション）するかに関する意識・態

度を尋ねており、大学生は番組制作者よりも、「何かの

題材を放送しない理由に番組制作者と取材対象者との

関係が影響しているという意識」や「公平・中立は難し

いという意識」が低く、「取材対象者にはたらきかけを

行う撮影手法を容認する傾向」が低いことが示されてい

る。すなわち、大学生は番組制作者よりも、テレビ・ド

キュメンタリーは番組制作者によって現実が再構成（リ

プレゼンテーション）されているという意識が低いこと

が示唆されているといえる。リプレゼンテーションは，

メディア・リテラシーの中心的概念であり[7]，「実社会

の人びと，場所，出来事，考え方などを，メディアを通

して再構成し，再提示すること。再提示された『現実』」

[8]と定義される。リプリゼンテーションに対する意識

が低いことは、メディア・リテラシー教育が必要である

ことを意味しているといえるだろう。 

大学生間でも、意識・態度が異なる可能性がある。例

えば、インターネット上に散見されるテレビ番組に対す

るネガティブな書き込みに接触している大学生とそう

ではない大学生の間では、テレビ・ドキュメンタリーに

対する意識・態度が異なる可能性もある。村井ほか[6]の

調査では、大学生がどのような情報源から得た知識を参 
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考に回答したかも尋ねており、選択肢には「インターネ

ット上（SNSを含む）のメディアや書き込み（テレビ局

やテレビ番組制作者以外のもの）」（以下、インターネッ

ト上の情報）がある。インターネット上の情報を参考に

回答した大学生とそうでない学生のテレビ・ドキュメン

タリーに対する意識・態度の違いを比較することで、大

学生のテレビ・ドキュメンタリーに対する意識・態度と、

インターネット上の情報の関係の一端が明らかになる

可能性がある。 

そこで本研究では、村井ほか[6]で得たデータを基に、

大学生のテレビ・ドキュメンタリーに対する意識・態度

とインターネット上の情報との関係について分析を行

う。 

 

2 研究方法 

2.1 調査対象者・時期・方法 

分析対象とした調査は2020年5月に都内大学の学生

（教養系学部1、2年生）を対象に行ったものである[6]。

インターネット調査（Questant）を用い、回答は原則と

して匿名としている。調査を依頼した 229 名のうち 93

名から回答を得ている（回答率は 40.6％）。本研究では

93 名のうち、参考にした情報源について尋ねる質問に

未回答だった3名を除く90名の回答を分析対象とした。

平均年齢は 18.7歳（SD=0.64、最小値 18、最大値 22）

であった。 

 

2.2 質問項目 

調査項目は、テレビ・ドキュメンタリーが現実をいか

に再構成（リプレゼンテーション）するかに関して、バ

ッキンガム[9]のメディア・リテラシー教育の基本概念

を基に作成した7問31項目である（表1）。選択肢には、

「ニュース・ドキュメンタリー」「その他のドキュメン

タリー」という番組ジャンルを示し、当てはまる番組を

すべて選択してもらっている。例えば、Q2では「番組

が何かの題材を放送しない理由に影響していると思う

項目」として「視聴率がとれない」等7つの項目を示し、

それぞれの項目について、考慮されていると思う番組を

すべて選択してもらっている。また、回答時に参考にし

た情報源も尋ねている（表2）。 

 

 

表1 テレビ・ドキュメンタリーに関する質問項目

（村井ほか[6]を基に作成） 

質問 項目 

Q1.番組制作者
が題材を選ぶと
きに考慮されて
いると思う項目 

世間に対する影響力、多くの人の関
心、視聴者が見て面白い、視聴者に
とって新しい、映像で表現しやす
い、物語性や人間ドラマ、制作費に
見合う 

Q2.番組が何か
の題材を放送し
ない理由に影
響していると思
う項目 

視聴率がとれない、世間の空気と逆
行したメッセージ、取材対象者の取
材・撮影拒否、取材対象者への影響
に対する配慮、視聴者から抗議が来
る可能性、スポンサーに対する配
慮、制作者が取材したいと思わない 

Q3.番組が伝え
る現実 

ありのままの現実、再構成したもの 

Q4.制作者の存
在の見せ方 

わかるようにするべき、わからないよ
うに工夫するべき 

Q5.撮られる側
に対する制作者
のあり方 

カメラを意識しない表情をねらうべ
き、何かをしてもらうことで現実や真
実が伝えられる 

Q6.公平・中立
についての考
え方 

1 つの番組内で公平・中立を目指す
べき、局全体で公平・中立を目指す
べき、公平・中立は難しい 

Q7.取材対象者
へのはたらきか
けを行う撮影手
法の容認度 

別の角度、撮影日時、ゆっくり、もう
一度、別の場所、ふさわしい場所、
自然現象、状況設定 

 

表2 回答時に参考にした情報源の選択肢 

（複数回答可） 

1．普段テレビ番組を見ているときの印象 

2．テレビのニュース等で放送される、放送倫理違反
事例についての説明 

3．インターネット上（SNSも含む）のメディアや書
き込み（テレビ局やテレビ番組制作者以外のもの） 

4．新聞や雑誌の記事 

5．テレビ番組制作者の話を聞いたり、制作者の本を
読んで知ったこと 

6．高校までの学校の授業 

7．自分の動画撮影・編集経験 

8．その他 

 

2.3 分析方法 

大学生が回答時に参考にした情報源として、「インタ

ーネット上の情報」を選択した者（以下、参考群、n=44）

と選択しなかった者（以下、非参考群、n=46）に群分け

した。 

テレビ・ドキュメンタリーに関する各質問項目（Q1～

7）で選択された番組ジャンルを「1」、選択されなかっ

た番組ジャンルを「0」に数値化し、群間で t 検定を行

った。 
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表3 番組が何かの題材を放送しない理由に 

影響していると思う項目（Q2） 

項目 番組ジャンル 参考群 非参考群 
t 
p 

取材対象者
の取材・撮
影拒否 

n 44 45  
ニュース・ 
ドキュメンタリー 

0.55  0.49  0.53  
(0.5) (0.51) n.s. 

その他の 
ドキュメンタリー 

0.66  0.33  3.21  
(0.48) (0.48) ** 

取材対象者
への影響に
対する配慮 

ニュース・ 
ドキュメンタリー 

0.52  0.44  0.73  
(0.51) (0.5) n.s. 

その他の 
ドキュメンタリー 

0.48  0.27  2.08  
(0.51) (0.45) ** 

上は平均値、下の括弧内は標準偏差 *p<.05、**p<.01、***p<.001 

太線で囲ったのは、有意差がある項目および番組ジャンル 

下線は有意差がある項目で、値の高い数値  （表 4～6 も同様） 

 

表4 取材対象者に対する制作者のあり方（Q5） 

項目 番組ジャンル 参考群 非参考群 
t 
p 

カメラを意
識しない表
情をねらう
べき 

n 44 46  

ニュース・ 
ドキュメンタリー 

0.73  0.46  2.69 
(0.45) (0.5) ** 

その他の 
ドキュメンタリー 

0.82  0.70  1.36 
(0.39) (0.47) n.s. 

 

3 結果 

7つの質問のうち4つの質問（Q2、5、6、7）で、参

考群と非参考群で有意差が確認された項目があった。以

下、有意差が確認された項目について説明する。 

表 3 は、番組が何かの題材を放送しない理由に影響

していると思う項目について尋ねた結果である。参考群

が非参考群よりも、「その他のドキュメンタリー」にお

いて「取材対象者の拒否」、「取材対象者に対する配慮」

という、取材対象者との関係に関する 2 項目が影響し

ているという回答が、有意に高い値を示した。 

表 4 は、取材対象者に対する制作者のあり方につい

て尋ねた結果である。参考群が非参考群よりも「ニュー

ス・ドキュメンタリー」において「カメラを意識しない

表情をねらうべき」という回答が、有意に高い値を示し

た。 

表5は、公平・中立に対する考え方を尋ねた結果であ

る。参考群が非参考群よりも、「ニュース・ドキュメン

タリー」において「公平・中立は難しい」という回答が

有意に高い値を示した。 

表 6 は、番組制作者が取材対象者にはたらきかけを

行う撮影手法について一般的に認められるべきケース

があると思うかを尋ねた結果である。参考群が非参考群

よりも、「ニュース・ドキュメンタリー」と「その他の

ドキュメンタリー」において、「撮影スケジュールの都 

表5 公平・中立に対する考え方（Q6） 

項目 番組ジャンル 参考群 非参考群 
t 
p 

公平・中立
は難しい 

n 43 45  

ニュース・ 
ドキュメンタリー 

0.51  0.27  2.4 
(0.51) (0.45) * 

その他の 
ドキュメンタリー 

0.56  0.40  1.49 
(0.5) (0.5) n.s. 

 

表6 取材対象者へのはたらきかけを行う撮影手法の 

容認度（Q7） 

項目 番組ジャンル 参考群 非参考群 
t 
p 

撮影日時 

n 44 46  

ニュース・ 
ドキュメンタリー 

0.55  0.28  2.59 
(0.5) (0.46) * 

その他の 
ドキュメンタリー 

0.70  0.26  4.65 
(0.46) (0.44) *** 

状況設定 

ニュース・ 
ドキュメンタリー 

0.50  0.26  2.38 
(0.51) (0.44) * 

その他の 
ドキュメンタリー 

0.73  0.43  2.91 
(0.45) (0.5) *** 

自然現象 

ニュース・ 
ドキュメンタリー 

0.30  0.22  0.84 
(0.46) (0.42) n.s. 

その他の 
ドキュメンタリー 

0.45  0.24  2.18 
(0.5) (0.43) * 

 

合で、撮影日時に合わせていつも通りのことをやっても

らう（撮影日時）」、「取材対象者の隠れた思いを引き出

すために状況の設定をする（例えば、手紙を書く、誰か

に会いに行くことを提案する）（状況設定）」が認められ

るべきケースがあるという回答が有意に高い値を示し

た。さらに、「その他のドキュメンタリー」において、

「普段起こりうるが、撮影の時には起こらなかった自然

現象を人工的に再現する（例えば、桜が散るのを撮りた

いが風が吹かなかったので木を揺する）（自然現象）」が

認められるべきケースがあるという回答も有意に高い

値を示した。 

以上、有意差がみられた項目および番組ジャンルは、

いずれも参考群の値が非参考群の値よりも高かった。有

意差がみられなかった番組ジャンルにおいても、いずれ

も参考群の値が非参考群の値よりも高かった。 

 

4 考察 

本研究の結果から、参考群が非参考群と比較して、

「何かの題材を放送しない理由に番組制作者と取材対

象者の関係が影響しているという意識」や「公平・中

立は難しいという意識」が高く、「取材対象者にはたら

きかけを行う撮影手法を容認する傾向」があることが

示唆された。このことから、参考群は非参考群と比較

して、テレビ・ドキュメンタリーが番組制作者によっ
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て再構成（リプレゼンテーション）されているとい

う、メディア・リテラシーの中心的概念と重なる意識

が高いことが示唆された。 

本調査結果を村井ほか[6]の番組制作者に対する調査

結果と比較すると、本調査結果で参考群と非参考群の間

で有意差があった 7 項目すべてで、参考群の値が番組

制作者の値により近かった。 

しかしこの結果から、参考群は番組制作者との意識・

態度のギャップが少ないといえるかについては、疑問が

残る。インターネット上では、テレビに関して「偏向報

道」という批判も散見される。参考群は、本調査におい

てそうした書込みを参考に、「公平・中立はどうせ無理」

というように、シニカルに回答した可能性も考えられる。

また、インターネット上では、テレビに関して「やらせ」

という批判も散見される。参考群は、本調査において「取

材対象者にはたらきかけを行う撮影手法」を「テレビは

どうせやらせ」というように、シニカルに容認した可能

性も考えられる。その場合、参考群と番組制作者との間

には意識・態度のギャップが存在する可能性もあるだろ

う。 

 

5 まとめ 

テレビのリテラシー教育では、番組制作者と視聴者の

意識、認識のギャップの解消が目指されてきた。本研究

では、インターネット上の情報を参考に回答した大学生

は、テレビ・ドキュメンタリーは番組制作者によって現

実が再構成（リプレゼンテーション）されているという、

メディア・リテラシーの中心的概念と重なる意識が高い

ことが示唆された。しかし、インターネット上の情報を

参考に回答した大学生の現実の再構成（リプレゼンテー

ション）に対する意識がシニカルなものである場合には、

番組制作者とのギャップは存在する可能性もあると考

えられる。 

最後に、本研究の限界と課題を3点述べる。 

（1）本研究の調査対象者は、興味関心がある特定の分

野に絞られない教養系学部を選び、授業内容に「メディ

ア」を含まない授業で実施をするなどの工夫はしたが、

十分に適切なサンプリングとは言い切れない。したがっ

て、結果の過度な一般化は避けなければならないと考え

ている。 

（2）参考群がテレビ・ドキュメンタリーは再構成（リ

プレゼンテーション）されていることを肯定的に捉えて

いるか、シニカルに捉えているかについては、明らかに

なっていない。今後、調査が必要といえる。 

（3）参考群と非参考群に違いが出た背景については、

明らかになっていない。参考群が参考にしたインターネ

ット上の情報の内容や、複数回答した別の情報源等につ

いて、今後、調査や検討が必要といえる。 

 

参考文献 

[1] 水島宏明、『内側から見たテレビ―やらせ・捏造・

情報操作の構造』、朝日新聞出版（朝日新書）、東京、

2014． 

[2] 奥村健太、『それでもテレビは死なない―映像制作

の現場で生きる！』、技術評論社、東京、2013． 

[3] 青少年と放送に関する調査研究会、「青少年と放送

に関する調査研究会」報告～報告書～、1998． 

[4] 郵政省、放送分野における青少年とメディア・リテ

ラシーに関する調査研究会 報告書、2000． 

[5] 佐藤孝之、“作る側と視聴者とにズレ 佐藤孝之（コ

ラム・私の見方）”、朝日新聞1994年9月28日朝刊

4面 

[6] 村井明日香・宇治橋祐之・浅井亜紀子・齋藤玲・堀

田龍也、“テレビ・ドキュメンタリーに対する番組

制作者と大学生の意識・態度に関する調査結果の比

較”、日本教育メディア学会 第27回年次大会年次

大会発表集録、pp.105-108、2020． 

[7] Masterman, L., Media Awareness Education―Eighteen 

Basic Principles.  

https://www.medialit.org/reading-room/media-

awareness-education-eighteen-basic-principles  

（2021年2月8日アクセス） 

[8] 鈴木みどり、“訳註”、バッキンガム,D.、メディア・

リテラシー教育－学びと現代文化（鈴木みどり監

訳）、世界思想社、京都、pp.261-263、2006． 

[9] Buckingham，D.，Media Education: Literacy， Learning 

and Contemporary Culture. Polity， Cambridge，2002．

（＝鈴木みどり監訳、『メディア・リテラシー教育

―学びと現代文化』、世界思想社、京都、2006．） 

 


