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要約：本研究では、テレビドキュメンタリーが現実をいかに再構成するか（以下、テレビ

ドキュメンタリーのリプレゼンテーション）に関して、番組制作者と大学生の意識や態度

の違いを明らかにするためにインターネット調査を実施した。その結果、番組制作者は大

学生よりも、取材する題材選びで視聴者や物語性を意識しており、放送しない理由に取材

対象者との関係が影響していると考えている人が多かった。テレビドキュメンタリーは再

構成したものであり、公平中立は目指すべきだが難しいと考えている人も多かった。取材

対象者にはたらきかけを行う撮影手法に関しては、番組制作者が大学生よりも容認してい

る人が多い手法が複数あった。 

キーワード： メディア・リテラシー、テレビドキュメンタリー、制作者、大学生  

 

１．はじめに 

近年、マスメディアに対する不信感の高まりに

より、民主主義が揺らぐという指摘がある（林

2017）。メディア・リテラシー教育においては、

メディアを批判・否定するだけでなく、メディア

社会を健全なものにしたいと願い参画する人を育

てることが目指されてきた（堀田 2004、水越

2002）。マスメディアに対する不信の高まりが指

摘されている現在、メディア・リテラシー教育の

あり方を改めて考える意義は大きいと考えられる。 

テレビ局自身によるインターネット配信が本格

的に始まり、インターネットによる情報収集を中

心に行う人々もテレビ番組を見ることが容易にな

っている。そのため、テレビ番組制作者（以下、

番組制作者）が何を考えてテレビ番組を放送して

いるかを理解する重要性が増しているだろう。 

テレビ番組に対する批判で多く見られる「Fake 

News」「偏向報道」「情報隠蔽」などのテーマは、

メディア・リテラシーの概念の一つである「リプ

レゼンテーション」と密接なかかわりをもつもの

である。これまで、日本ではテレビのドキュメン

タリー番組（以下、テレビドキュメンタリー）の

リプレゼンテーションのあり方に関して議論が起

こり、番組制作者と視聴者の考え方に違いがある

のではないかと指摘されたこともある（佐藤

1994）。しかし、具体的に違いを明らかにした調

査は、筆者らが調べた限り行われていない。 

本研究では、テレビに関してより建設的な批判

および議論ができる送り手と受け手を育てるため

のメディア・リテラシー教育のあり方に対する示

唆を得ることを目的に、テレビドキュメンタリー

のリプレゼンテーションに関する、番組制作者と

大学生の意識や態度の違いを明らかにする。ここ

では大学のメディア・リテラシー教育の内容に示

唆が得られる可能性があることから、入学からの

期間が短い大学 1、2年生を調査の対象とする。 

なお、本研究では、「テレビ番組」を、テレビ局

が制作または放送（配信）している番組とする。 
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図 1 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（n=制作者 101、大学生 91） 

 

２．研究方法 

（１）調査対象者・時期・方法 

ドキュメンタリー番組制作者と大学生を対象に、

2020年 3-5月にインターネット調査フォーム「ク 

エスタント（Questant）」（一部質問紙）を利用し

て調査を実施した。番組制作者は、テレビドキュ

メンタリーをディレクターの立場で現在制作して

いる人および制作経験のある人に、知人の紹介に

よって標本を集める機縁法で依頼し、101 名から

回答を得た。回答者のディレクター（または記者）

としての平均在職年数は、19.9年（SD=10.6、最

小値 3、最大値 61）であった。大学生は、都内の

大学の教養系学部の 1、2 年生対象の 3 つの授業

で回答を依頼し、93名（1年生 49名、2年生 44

名）から回答を得た。回答率は 40.6％であった。 

 

（２）調査項目 

本研究では、Murai and Horita（2020）が番組

制作者の書籍の記述内容から抽出した、テレビド

キュメンタリーのリプレゼンテーションの構成要

素に基づき質問項目を作成した。テレビドキュメ

ンタリーのリプレゼンテーションに関する考え方

7問 31項に関して「当てはまる」と思う番組ジャ 

 
図 2 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 （n=制作者 101、大学生 91） 

 

ンルを「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」に分けて複数回答可で尋ね

た。番組制作者と大学生に、同じ項目で調査した。 

 

３．結果 

各質問項目において、「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」を選んだ回

答者の割合を計算し、番組制作者と大学生の差をt

検定により比較した。以下、2ジャンルに共通す

る結果は、「ドキュメンタリー」と記す。 

図 1は、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について尋ねた結果である。

「ドキュメンタリー」の題材選びにおいては、番

組制作者が大学生よりも「世間に対する影響力」

「多くの人の関心」「視聴者にとって新しい」とい

う視聴者を意識した項目の回答や、「物語性や人間

ドラマ」という回答が有意に高い値を示した

（ t(178)=4.95, p<.001, t(184)=8.20, p<.001, 

t(184)=4.46, p<.001, t(189)=3.22, p<.01, 

t(190)=4.35, p<.001, t(189)=4.20, p<.001, 

t(186)=2.41, p<.05, t(139)=3.23, p<.01）。さらに

「その他のドキュメンタリー」の題材選びにおい

て、番組制作者が大学生よりも「映像で表現しや 
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図 3 番組が伝える現実 

（n=A制作者 100、大学生 90、B制作者 98、大学生 90） 

 

 
図 4 制作者の存在の見せ方 
（n=A制作者 97、大学生 91、B制作者 94、大学生 87） 

 

すい」という回答が有意に高い値を示した

（t(185)=2.08, p<.05）。 

図 2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。「ドキュメンタリー」において、番組制作者が

大学生よりも「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」という取材対象

者との関係性に関する項目の回答が有意に高い値

を示した（t(185)=2.23, p<.05, t(179)=3.78, 

p<.001, t(183)=3.15, p <.01, t(182)=5.67, 

p<.001）。さらに、「その他のドキュメンタリー」

において、番組制作者が大学生よりも「制作者が

取材したいと思わない」という制作者の意思に関

する回答が有意に高い値を示した

（t(190)=3.44,p<.01）。 

図 3は、番組が伝える現実は「ありのままの現

実」か「再構成したもの」かについて尋ねた結果

である。「ドキュメンタリー」において番組制作者

が大学生よりも「再構成したもの」という回答が

有意に高い値を示した（ t(184)=2.06, p<.05, 

t(163)=5.18, p<.001）。 

図 4は、番組制作者の存在を視聴者に「わかる

ようにするべき」か「わからないように工夫する

べき」かについて尋ねた結果である。「その他のド

キュメンタリー」において、番組制作者が大学生

よりも「わかるようにするべき」という回答が有 

 
図 5 撮られる側に対する制作者のあり方 
（n=A制作者 100、大学生 90、B制作者 100、大学生 90） 

 

 
図 6 公平中立  
（n=A制作者 97、大学生 91、B制作者 94、大学生 87） 

 

意に高い値を示した（t(185)=2.56, p<.05）。 

図 5 は、「カメラを意識しない表情をねらうべ

き」か「何かをしてもらうことで現実や真実が伝

えられることがある」かについて尋ねた結果であ

る。「ドキュメンタリー」において、番組制作者が

大学生よりも「何かをしてもらうことで現実や真

実が伝えられることがある」という回答が有意に

高い値を示した（t(186)=2.93, p<.01, t(176)=5.97, 

p<.001）。 

図 6は、公平中立に関して「一つの番組内で目

指すべき」「局全体で目指すべき」「公平中立は難

しい」という 3つの考え方について尋ねた結果で

ある。「その他のドキュメンタリー」において、番

組制作者が大学生よりも「局全体で目指すべき」

という回答が有意に高い値を示した（t(180)=1.97, 

p<.05）。また、「ドキュメンタリー」において、

番組制作者が大学生よりも「公平中立は難しい」

という回答が有意に高い値を示した（t(180)=2.72, 

p<.01, t(176)=2.98, p<.01）。 

図 7は、番組制作者が取材対象者にはたらきか

けを行う 8 つの撮影手法（表 1）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。「ドキュメンタリー」において、番組

制作者が大学生よりも「B.撮影日時」「C.ゆっくり」 
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図 7 取材対象者へのはたらきかけを行う撮影手
法の容認度 （n=制作者A100、B96、C98、D99、E95、

F96、G97、H99、大学生 A89、B90、C89、D88、E90、

F90、G90、H90） 

 

「H.状況の設定」の 3つの手法を容認する回答が

有意に高い値を示した（ t(184)=2.66, p<.01, 

t(181) =2.63, p<.01, t(185)=2.62, p<.01, 

t(185)=4.54, p<.001, t(187)=3.05, p<.01, 

t(163)=4.05, p<.001）。さらに「その他のドキュ

メンタリー」において、番組制作者が大学生より

も「A.別の角度」を容認する回答が有意に高い値

を示した（t(187)=2.75, p<.01）。 

 

４．まとめ 

インターネット調査の結果から、テレビドキュ

メンタリーのリプレゼンテーションに関して、番

組制作者と大学生の意識や態度が違う項目が明ら

かになった。番組制作者は大学生よりも、取材す

る題材選びで視聴者や物語性を意識しており、放

送しない理由に取材対象者との関係が影響してい

ると考えている人が多かった。また、番組制作者

は大学生よりも、テレビドキュメンタリーは再構

成したものであり、制作者の存在を視聴者にわか

るようにするべきであり、取材対象者へのはたら 

表 1 取材対象者にはたらきかけを行う撮影手法 

 撮影手法 略語表記 

A 別の角度からも撮影するために、同じこと
をもう一度やってもらう 

別の角度 

B 撮影スケジュールの都合で、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 

C 作業が早すぎて、見ていてわからないの
で、少しゆっくりやってもらう 

ゆっくり 

D テーマを伝えるのに必要なシーンだが、う
まく映像が撮れなかったため、もう一度や
ってもらう 

もう一度 

E 取材対象者の都合で、いつもとは別の場所
でいつも通りのことをやってもらう 

別の場所 

F いつもとは違うが、その人を表現するのに
ふさわしい場所で、いつも通りのことをや
ってもらう 

ふさわし
い場所 

G 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 

H 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、手紙を書い
たり、誰かに会いに行くことを提案する） 

状況設定 

 

きかけで現実や真実が伝えられることがあると考

えており、公平中立は目指すべきだが難しいと考

えている人が多かった。取材対象者にはたらきか

けを行う撮影手法に関しては、番組制作者が大学

生よりも容認している人が多い手法が複数あった。 

本研究で違いが明らかになった項目に関して、

大学でメディア・リテラシー教育を行うことで、

番組制作者と大学生の意識や態度のギャップを埋

められる可能性があると考えられる。 
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