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本研究では，テレビドキュメンタリー制作者は，どのように制作経験を積んでいるか，また

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や態度を明らかにする。番組

制作者101名へのインターネット調査の結果，制作経験に関しては，オン・ザ・ジョブで学ぶ番

組制作者が多いこと，取材対象者や取材を見ていた人に影響を受けていることが明らかになっ

た。リプレゼンテーションに関しては，ドキュメンタリーは，(1)題材選びで，「物語性や人間

ドラマ」を重視している，(2)公平中立は難しいと考えている，(3)取材対象者がカメラを意識し

ない表情をねらうか，対象者に何かをしてもらうか，使い分けている可能性がある，(4)取材対

象者の隠れた思いを引き出すために行動を具体的に提案する「状況設定」は，一部のドキュメ

ンタリーでは「容認されるべき」と考えている，ことなどが明らかになった。ただし，番組制

作者の間でも回答がわかれる項目が多くみられ，さらなる検討が必要である。 

 

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，番組制作者，調査研究 

 

 
1.研究の背景 

 

マスメディアに対する不信が近年特に懸念されて

いる(林 2017，斎藤 2016，山口 2017)。インターネ

ット上では，「マスコミ」と「ゴミ(waste)」を掛け合

わせた蔑称である「マスゴミ」という言葉が流行し，

Google で「“マスゴミ”」と検索すると，2020 年 7 月

4 日現在で 421 万件がヒットする。現在のマスメデ

ィアに対する不信は，気に入らないマスメディアを

非難・攻撃したり，それとの関わりを拒絶・ボイコッ

トしたりする動きであり，この動きによって民主主

義が揺らぐという指摘もある(林 2017)。 

日本では，1980 年代から 1990 年代にかけて起こ

ったマスメディアの不祥事をきっかけにメディア・

リテラシー教育への関心が高まり，マスメディアに

関わる人々，研究者，教育関係者の中で，メディア・

リテラシー教育に関して地道な研究や実践が蓄積さ

れてきた(中橋 2014)。メディア・リテラシー教育が

目指すのは，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

人を育てることである(堀田 2004，水越 2002)。しか

し，「教育実践が中途半端なものの場合，教えられる

側は，自分たちがこれまでいかにマスメディアにだ

まされていたのかにただ驚くだけで，否定的，悲観的

な認識ばかりが強まることになりがちだ」という指

摘もある(水越 2002)。マスメディアに対する不信が

懸念される現在，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。 

マスメディアの不祥事の多くは，番組制作者など

の送り手が，してはいけないとされている行為を行

ったことが問題になるものである。このような不祥

事は，社内研修等の送り手教育によって解決される

べきものであろう。しかし，近年のテレビ批判に対し

ては，番組制作者の中には，事実無根だとして違和感

を訴える者も多い(例えば，水島 2014，奥村 2013)。 

また，番組制作者が制作手法として認められてい

ると思っていたものが視聴者によって批判され，番

組制作者と視聴者の認識の違いが明らかになった例

もある。例えば，1992 年に放送された NHK のドキ

ュメンタリー番組では，多くの手法が「やらせ」とし

て批判された(朝日新聞社 1993)。しかし，番組制作

者から反論があった手法もあった。例えば，カメラの

前では起こらなかった流砂を制作者が起こして撮影

したことなどである(河野 1993)。そのような手法は，

番組制作者と視聴者が建設的な議論を行い，よりよ

い番組制作のあり方を検討されるべきものであろう。 

堀田(2004)は，視聴者などの受け手が，マスメディ

アのプロがどのように取り組み，何に悩み，どんな工

夫をし，その上で現状はどこまで来ているのかを知

っていると，主張の冷静さや現実性が違ってくると

している。番組制作者だけでなく，視聴者も制作手法

に対してより建設的な批判や議論を行うためには，
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番組制作の実態や制作者の考え方について視聴者で

ある受け手がより理解することが必要だといえる。 

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。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

ビ番組の制作の実態や番組制作者の考え方について

より理解する重要性が増しているといえるだろう。 

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持つものである。リ

プレゼンテーションとは，「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』」(鈴木みどり監

訳 2006)であり，メディア教育を統合する中心的コン

セプトである(Masterman, L.1989)。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」と表記)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。しかし，日本における番組制作者の意識・態度や，

それらに影響を与える可能性のある制作経験に関す

る検証は十分ではない。 
 

2.先行研究 

 

日本における，テレビドキュメンタリーの制作者

に対する量的な調査は，筆者らが知る限りでは，2 件

行われている。1 件目は，1993 年，NHK 放送文化

研究所が国内外のドキュメンタリー番組制作者計

107 名を対象に，ドキュメンタリーの定義や，演出の

許容限度に関して行った質問紙調査である(朝日新

聞社 1994)。この調査では，テレビドキュメンタリー

を制作するときのディレクターの演出の許容限度に

ついて，6 つの考え方を挙げ，自分の考え方に近いも

のを尋ねている。回答率が最も高かったのは，「④ド

キュメンタリーにとって最も重要なのは真実を伝え

ることである。しかし，事実は変わりやすく，常に真

実を伝えるとは限らないから，その演出や表現手段

はリサーチや事実に基づいて真実を伝えようとする

制作者の判断に任される」であり，日本国内の番組制

作者 84 人中 50 人(60.0%)の番組制作者が回答した。

この結果から，演出や表現手段は番組制作者の判断

に任される，と考える番組制作者が多いことがわか

る。しかしこの調査では，具体的な場面における番組

制作者の判断基準は明らかになっていない。具体的

な場面における番組制作者の判断基準を明らかにす

ることは，視聴者が制作手法に対してより建設的な

批判や議論を行うために重要であると考えられる。 

2 件目は，1 件目の調査を担当した安間が退職後の

2002～2006 年に実施したものである(安間 2007)。

そこでは，制作機器のデジタル化によりドキュメン

タリー番組の品質や内容，制作環境がどのように変

わるか等について調査を行っている。この調査では，

制作手法に関する項目は，デジタル制作に起因する

ノンフィクション系番組の品質や内容の変化に対す

る予測を訪ねる 1 項目であり，制作の現状に対する

番組制作者の意識や態度は明らかになっていない。 

 

3.研究の目的 

 

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制作者

の制作経験およびリプレゼンテーションに対する意

識や態度を明らかにする。 

ドキュメンタリーというジャンルは，映画が発明

された当初から出来事を記録するジャンルとして存

在し，「番組作り，映像作りの原点のようなもの」(碓

井 2003)である。しかし，その形式に関しては，議論

を呼び，明確にするのが難しいジャンルでもある

(Lewis, E. 2008)。そのため，ドキュメンタリーを研

究対象とする意義は大きいと考えた。 

本研究で対象とする番組ジャンルについて説明す

る。貝谷(2005)は，事実・現実を素材にしてつくられ

る番組を「報道番組(ニュース)」「ドキュメンタリー」

「情報系番組」に分類した。「ドキュメンタリー」に

ついては，NHK・民放番組倫理委員会が「放送番組

の倫理の向上について」で「ニュースドキュメンタリ

ー」と「フィーチャードキュメンタリー」に分けるこ

とを提言している(フジテレビ編成局調査部 2000)。

フィーチャードキュメンタリーとは，「人もの，旅も

の，歴史，美術，自然・科学もの作品性や創造性を重

視して作る映像構成」を指す。NHK 放送文化圏空所

のドキュメンタリーに関する調査(朝日新聞社 1994)

では，外国人制作者に対して，この分類に基づき「フ

ィーチャードキュメンタリー」を「その他のドキュメ

ンタリー」として調査を行っている。そこで本研究で

は，ドキュメンタリーを「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」に分けて捉えること

とする。その上で，「ニュース」と「情報系番組」の

2 つと比較することで，ドキュメンタリーの特徴を明

らかにする。各ジャンルの番組例の一部を表 1 に示

す。 
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表 1 本研究で取り上げるジャンルとその番組例 

番組 
ジャンル 

番組例 

1. ニ ュ ー
ス 

 

「NHK ニュース 7」(NHK，毎日) 

「報道ステーション」のストレートニュース
部分(テレビ朝日) 

2. ニ ュ ー
スドキュ
メンタリ
ー 

「報道ステーション」の特集VTR 部分(テレ
ビ朝日) 

「報道特集」の特集 VTR 部分(TBS テレビ) 

「NNN ドキュメント」(日本テレビ) 

3. そ の 他
のドキュ
メンタリ
ー 

「プロフェッショナル 仕事の流儀」
(NHK) 

「ザ・ノンフィクション」(フジテレビ) 

「情熱大陸」(TBS テレビ) 

4. 情 報 番
組 

「ガッテン！」(NHK) 

「出没！アド街ック天国」(テレビ東京) 

 

4.研究方法 

4.1. 調査時期・方法 

調査は，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)」を利用して実施した。

番組制作者は多忙なことから，「いつでもどこでもだ

れでも手軽に回答できる」(鈴木 2016)インターネッ

ト調査を利用した。テレビ番組の制作過程について，

遠慮せず，包み隠さず，正確にその実態をさらけ出せ

る人が非常に限られていることが指摘されている

(長谷川 2014)。インターネット調査は質問紙調査の

中でも，より匿名性が高く，本音を引き出しやすいた

め(鈴木 2016)，より本音の回答が得られる可能性も

高いと考えた。ただし，インターネットフォームによ

る回答が困難な対象者がいることも考慮し，メール

添付や紙面でも回答できるように調査を設計した。

その結果，ワード文書で作成した同一の設問の調査

票に回答しメール添付で送付した回答者が 3 名，調

査票を印刷した紙面に記入し，郵送した回答者が 10

名おり，その回答も分析に含めた。 

 

4.2. 調査対象者 

テレビドキュメンタリーをディレクターの立場で

現在制作している者，および制作経験のある者に，知

人の紹介によって標本を集める機縁法で依頼した。

普段はニュースの取材を行う記者として仕事をして

いるが，ディレクターの立場で番組を制作した経験

がある者も含めた。サンプリングバイアスの可能性

がより小さくなることを期待し，複数のインフォー

マントをサンプリングの起点とした。回答者数の目

標は 100 人とした。 

調査対象者の所属は，NHK 放送文化研究所の調査

(朝日新聞社 1994)を参考に，「NHK 職員」「民放放送

局社員」「番組制作会社またはフリーランス」が退職

者も含めてそれぞれ同数になることを目指した。ま

た，ドキュメンタリーに対する考え方は時代と共に

変化していることが指摘されていることから(村井

2017)，20-30 代の若手層，40-50 代のベテラン層，

60 代以上の熟年層の 3 つの層がそれぞれ同数になる

ことを目指した。その旨をサンプリングの起点とな

るインフォーマントに伝え，回答状況を見ながら，少

ない層に依頼をしてもらうよう頼んだ。熟年層は退

職者も多いが，日本のテレビドキュメンタリーの全

盛期とされる 1970 年代前後に活躍した層も含まれ

ると予想されるため，本調査の回答者に含めた。 

 

4.3. 調査項目 

(1)属性 

性別，年齢，現在の所属を尋ねた。 

(2)制作経験 

在職年数，これまでに取材・撮影に関わった番組ジ

ャンル，テレビドキュメンタリーの制作手法を確立

するうえで最も影響を受けた組織，影響を受けた時

期，その時期に使用していた撮影機材の種類，組織の

上司の指導以外に影響を受けたもの，現在デジタル

ビデオカメラを使って自分で撮影する頻度，につい

て尋ねた。 

質問項目は，在職年数，所属する(した)部門，年齢，

撮影経験が番組制作者の考え方等に影響を与えると

する先行研究(境2005，村井2017，森2005)を基に作

成した。BPO(放送倫理・番組向上機構)による勧告，

放送局や業界団体による研修，インターネット上の

批判等が番組制作者にどの程度影響を与えているか

も明らかにすることを目指した。 

(3)リプレゼンテーションに対する意識・態度 

イギリスのメディア教育の第1人者であるバッキ

ンガムは，メディア・リテラシー教育の基本概念とし

て，「制作」「言語」「オーディアンス」と共に「リプ

レゼンテーション」を挙げている (バッキンガム

2006)。「リプレゼンテーション」には，リアリズム，

真実を語ること，存在と不在，偏向と客観性，ステレ

オタイプ化，解釈，影響の7項目があるとする。 

本研究では，番組制作者がドキュメンタリーの制

作手法や考え方を記述した書籍の記述内容から，バ

ッキンガムのメディア・リテラシー教育の基本概念

における「リプレゼンテーション」に対応する要素を

抽出した。番組制作者の書籍から抽出された要素は，

リアリズム，真実を語ること，存在と不在，偏向と客

観性，の4項目と対応する要素であった。その内容を

基に，1.取材する題材を選ぶときに考慮されている

と思うもの，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もの，3.番組が伝える現実に

対する意識，4.番組制作者の存在の見せ方に対する

態度，5.公平中立に対する態度，6.撮られる側に対す 
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表 1 回答者の所属組織と年齢の割合(n=101) 

所属組織／年齢 29歳 

以下 

30 歳

代 

40 歳

代 

50 歳

代 

60 歳

代 

70歳 

以上 
計 

1.NHK，または NHK の関連会社 1.0 9.9 6.9 7.9 2.0 1.0 28.7 

2.民放，または民放の関連会社 1.0 10.9 13.9 6.9 0.0 1.0 33.7 

3.独立系番組制作会社，またはフリーランス 0.0 4.0 5.9 5.9 3.0 2.0 20.8 

4.退職後(元 NHK，または NHK の関連会社) 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 6.9 

5.退職後(元民放，または民放の関連会社) 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 3.0 

6.退職後(元独立系番組制作会社またはフリーランス) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 

7.その他(大学教員，技術会社) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 5.0 

合 計 
2.0 24.8 27.7 23.8 7.9 13.9 

100.0 
27.0 51.5 21.8 

※数値は，全回答者における割合(%)

表3 取材，撮影に関わった番組 

(関わった期間が長い順)(n=101) 
 1 位 2 位 3 位 

1.ニュース 9.9  14.9  14.9  

2.ニュースドキュメンタリー 19.8  32.7  11.9  

3.その他のドキュメンタリー 34.7  20.8  21.8  

4.情報番組 19.8  19.8  14.9  

5.その他のジャンルの番組 15.8  5.0  6.9  

合 計 100.0 94.1 70.3 

※数値は，全回答者における割合(%) 

 

る番組制作者のあり方に対する態度，7.撮影手法に

対する態度，の7点を抽出し，質問項目を作成した。 

回答者には，ジャンルごとの番組例(表1)を見せて

から質問に回答してもった。 

選択肢は，Huang， E. (1999)がドキュメンタリ

ー写真の様々な加工を許容できるかに関する質問紙

調査で，ジャンル別に選択肢を設けたのを参考に

し，本研究では，「1.ニュース」「2.ニュースドキュ

メンタリー」「3.その他のドキュメンタリー」「4.情

報番組」の4つの番組ジャンルの選択肢を設け，当

てはまると思う番組ジャンルを選択してもらった。 

 

5．結 果 

 

回答者数は 101 人，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。回答に欠損がある項目

は，分析から除外した。分析に用いた回答件数は，分

析ごとに表題の横に示す。 

 

5.1． 属性・制作経験 

5.1.1. 属性 

回答数と全体における割合を所属組織と年齢によ

りクロス集計した結果を表 2 に示す。年齢別にみる

と，29 歳以下及び 30 歳代の若手層が 27.0%，40-50

歳代のベテラン層が 51.5%，60 歳代および 70 歳以

上の熟年層が 21.8%となった。10 歳ごとに見ると，

30 歳代，40 歳代，50 歳代は，全体の 20%台と，大

きな差がなく回答が得られたが，29 歳以下，60 歳代，

70 歳以上の回答数が少なかった。所属組織別にみる

と，多い順に，「2.民放，または民放の関連会社」

(33.7%)，「1.NHK，または NHK の関連会社」(28.7%)，

「3．独立系番組制作会社，またはフリーランス」

(20.8%)であった。 

これまでに取材，撮影に関わった番組ジャンルを，

関わった期間が長い順番に 3 つまで選んで順位をつ

けてもらった結果が表 3 である。「1 位」の回答は，

回答率の高い順に「3.その他のドキュメンタリー」

(34.7%)，「2.ニュースドキュメンタリー」(19.8%)で

あった。「5．その他」も 15.8%おり，自由回答欄には

「ドキュメントバラエティ」「情報バラエティ」など

バラエティとつく番組ジャンルの回答もあり，同じ

番組制作者がドキュメンタリーとバラエティ番組の

両方を制作していることがわかった。回答した番組

ジャンルの数は，3 ジャンルが 70.3%，2 ジャンルが

23.8%，1 ジャンルが 5.9%であった。今回の調査対

象者は，複数の番組ジャンルを担当する番組制作者

の割合が多かった。 

 

5.1.2. 組織の上司以外に影響を受けたもの 

テレビドキュメンタリーの制作手法を確立するう

えで，最も影響力があると考えられる組織の上司の

指導以外に影響を受けたものを複数回答で尋ねた結

果が図 1 である。回答率の上位 3 項目は，「1.身近な

先輩や同僚の手法を見聞きして知ったこと」(87.0%)

「2.自分の番組の制作スタッフ(カメラマン・編集マ

ンなど)から言われたこと」(82.0%)，「有名なドキュ

メンタリー番組やドキュメンタリストから自ら学ん

だ内容」(64.0%)であった。回答率の下位 3 項目(「11.

その他」を除く)は，「大学(または大学院)の授業や勉

強」(1.0%)，「8.具体的な制作手法が，BPO の勧告を

受けたのを知ったこと」(5.0%)「10.具体的な制作手

法が，インターネット上(SNS も含む)で批判されて 
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図 1 組織の上司以外に影響を受けたもの(複数回答可，回答者の割合(%)，n=100) 

 

いるのを見たこと」(5.0%)であった。オン・ザ・ジョ

ブで学んでいる番組制作者が多く，業界外からの影

響を受けている番組制作者は少ないといえる。 

 

5.2. リプレゼンテーションに対する意識・態度 

5.2.1. 題材選択で考慮されていることに関する意

識 

リプレゼンテーションに対する質問項目の結果を

示す。番組制作者が取材する題材を選ぶときに，「A.

世間に対する影響力」等の7項目(A~G)が考慮されて

いると思う番組ジャンルを複数回答で尋ねた結果が

図2である。以下，本研究の研究対象である「2.ニュ

ースドキュメンタリー」「3.その他のドキュメンタリ

ー」の2ジャンルをそれぞれ他のジャンルと比較し，

順位について特徴的な事柄を記した上で，20.0%以上

の差があった項目について，の回答率が高かったも

の，低かったものの順に記す。なお，「2.ニュースド

キュメンタリー」「3.その他のドキュメンタリー」の

2つのジャンルに共通する点について述べる場合は

「ドキュメンタリー」と表記することとする。 

「2.ニュースドキュメンタリー」を選んだ制作者

の割合は，「G.制作費に見合う」以外の6項目で，「1.

ニュース」と「3.その他のドキュメンタリー」を選ん

だ制作者の割合の間であった。「1.ニュース」よりも

「E.映像で表現しやすい」(+26.7%)，「F.物語性や人

間ドラマ」(+50.5%)が考慮されていると考える番組

制作者の割合が多かった。「4.情報番組」よりも，「F.

物語性や人間ドラマ」が考慮されていると考える番

組制作者の割合が多かったが(+29.7%)，「C.視聴者が

見て面白い」(-40.6%)，「G.制作費に見合う」(-26.8)

が考慮されていると考える番組制作者の割合が少な

かった。 

「3.その他のドキュメンタリー」は，「F.物語性や 

 

人間ドラマ」が考慮されていると考える番組制作者

の割合が94.1%と，全項目中，最も高かった。「1.ニュ

ース」よりも「C.視聴者が見て面白い」(+48.5%)，「E.

映像で表現しやすい」(+40.5%)，「F.物語性や人間ド

ラマ」(+81.2%)が考慮されていると考える番組制作

者の割合が多かったが，「B.多くの人の関心」(−

30.6%)「D.視聴者にとって新しい」(-21.8%)が考慮さ

れていると考える番組制作者の割合が少なかった。

「4.情報番組」よりも「F.物語性や人間ドラマ」

(+60.4%)が考慮されていると考える番組制作者の割

合が多かったが，「B.多くの人の関心」(-29.7%)，「D.

視聴者にとって新しい」(-21.8%)，「G.制作費に見合

う」(-26.8%)が考慮されていると考える番組制作者の

割合が少なかった。 

「2.ニュースドキュメンタリー」と「3.その他のド

キュメンタリー」を比較すると，「3.その他のドキュ

メンタリー」が「2.ニュースドキュメンタリー」より 

も，「C.視聴者が見て面白い」(+31.7%)，「物語性 

や人間ドラマ」(+30.7%)が考慮されていると考える

番組制作者の割合が多かった。 

以上のことから，ドキュメンタリーは題材選択に

おいて「1.ニュース」「4．情報番組」とは異なる傾向

があることが分かる。中でも，「F.物語性や人間ドラ

マ」が考慮されていると考える番組制作者が多く，こ

の要素がドキュメンタリーというジャンルを特徴づ

ける要素と捉えることができるだろう。 

 

5.2.2. 放送しない理由に関する意識 

番組が何かの題材を放送しない理由に「A.視聴率

がとれない」等の7項目(A～G)が影響している番組ジ

ャンルを複数回答で尋ねた結果が図3である。 

「2.ニュースドキュメンタリー」を選んだ制作者

の割合は，「E.視聴者から抗議が来る可能性」以外の 
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図 2 制作者が取材する題材を選ぶときに A～G の

項目が考慮されていると思う番組ジャンル (n=101) 

 

6 項目で，「1.ニュース」と「3.その他のドキュメンタ

リー」を選んだ制作者の割合の間であった。「1.ニュ

ース」よりも「D.取材対象者への影響に対する配慮」

(+23.8%)が影響していると考える番組制作者の割合

が多かった。「4.情報番組」よりも「A.視聴率がとれ

ない」(-24.7%)，「F.スポンサーに対する配慮」 (-

34.6%)が影響していると考える番組制作者の割合が

少なかった。 

「3.その他のドキュメンタリー」は，「C.取材対象

者の取材・撮影拒否」「D.取材対象者への影響に対す

る配慮」の2項目を選んだ制作者の割合が74.3%と，

全項目中，最も高かった。「1.ニュース」よりも「A.

視聴率がとれない」(+42.5%)「D.取材対象者への影

響に対する配慮」(+28.8%)，「G.制作者が取材したい

と思わない」(+24.7%)が影響していると考える番組

制作者の割合が多かった。「4.情報番組」よりも「F.

スポンサーに対する配慮」(-26.7%)が影響していると

考える制作者の割合が少なかった。 

「2.ニュースドキュメンタリー」と「3.その他のド

キュメンタリー」を比較して，選択した番組制作者の

割合で20.0%以上の差のある項目はなかった。 

 

5.2.3. 番組が伝える現実に対する意識 

番組が伝えるものは，「A.ありのままの現実」か，

「B.再構成したもの」かについて当てはまると思う

番組ジャンルを複数回答で尋ねた結果が図4である。

ドキュメンタリーは，「B.再構成したもの」だと回答 

 
図 3 番組が何かの題材を放送しない理由に A～H

の項目が影響していると思う番組ジャンル (n=101) 

 

した番組制作者の割合が「A.ありのままの現実」より

も多く(+11.7%，45.5%)，これは「4.情報番組」と同

じ傾向であった。「1.ニュース」は，「A.ありのままの

現実」だと考える番組制作者の割合が「B.再構成した

もの」より多く(+47.6%)，他の3つの番組ジャンルと

異なる傾向であった。 

 

5.2.4． 制作者の存在の見せ方に対する意識 

番組制作者の存在は，「A.わかるようにするべき」

か「B.わからないように工夫するべき」かについて当

てはまると思う番組ジャンルを複数回答で尋ねた結

果が図5である。ドキュメンタリーは，番組制作者の

存在を「A.わかるようにするべき」と回答した番組制

作者の割合が「B.わからないように工夫するべき」よ

りも多く(+30.4%，+35.5%)，これは「4.情報番組」

と同じ傾向であった。「1.ニュース」は，「B.わからな

いように工夫するべき」と回答した番組制作者の割

合が「A.わかるようにするべき」より多く(+16.7%)，

他の3つの番組ジャンルと逆の傾向であった。 

 

5.2.5． 公平中立に関する態度 

「A.一つの番組内で公平中立を目指すべき」「B.局

全体で公平中立を目指すべき」「C.公平中立は難しい」

という3つの考え方について当てはまると思う番組

ジャンルを複数回答で尋ねた結果が図6である。ドキ

ュメンタリーは，「C.公平中立は難しい」と回答した

番組制作者の割合が最も多く，これは「4.情報番組」
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図4 番組が伝える現実 (n=A100， B97) 

 

図 6 公平中立 (n=A95， B95， C94) 

 

と同じであった。「3.その他のドキュメンタリー」で

「C.公平中立は難しい」と回答した番組制作者の割

合は「A.1つの番組内で公平中立を目指すべき」より

も40.7%多く，「B.局全体で公平中立を目指すべき」

よりも28.0%多かった。この差は，他の3つの番組ジ

ャンルよりも大きかった。「1.ニュース」は「1つの番

組内で公平中立を目指すべき」(76.8%)と回答した番

組制作者の割合が最も多く，他の3つの番組ジャンル

と異なる傾向であった。 

 

5.2.6． 撮られる側に対する制作者のあり方に対す

る態度 

「A.カメラを意識しない表情をねらうべき」か「B.

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，当てはまると思う番組ジャン

ルを複数回答で尋ねた結果が図 7 である。 

ドキュメンタリーは，「1.ニュース」よりも「A.カメ

ラを意識しない表情をねらうべき」と回答した番組

制作者の割合も，「B.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」と回答した番組制作

者の割合も共に 20.0%以上多かった。「4.情報番組」

と比較すると，「A.カメラを意識しない表情をねらう

べき」と回答した番組制作者の割合が 20.0%以上高

かった。 

図 5 制作者の存在の見せ方 (n=A97， B94) 

 

図 7 撮られる側に対する制作者のあり方 (n=A100， 

B98) 

 
「A.カメラを意識しない表情をねらうべき」と回

答した番組制作者の割合と，「B.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」と回 

答した番組制作者の割合の差は，「2.ニュースドキュ 

メンタリー」で 3.7%，「3.その他のドキュメンタリー」

で 6.6%と小さかった。 

「1.ニュース」以外の 3 つの番組ジャンルでは，

「A.カメラを意識しない表情をねらうべき」と「B.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」の選択肢の回答率の合計が 100%を超える率

がほかの項目よりも高いため，両方を選択した回答

者の割合をクロス集計により明らかにした。その結

果，A か B いずれかを回答した者の合計のうち，両

方を回答した番組制作者の割合は，「1.ニュース」で

13.4%，「2.ニュースドキュメンタリー」で 38.1%，

「3.その他のドキュメンタリー」で 53.6%，「4.情報

番組」で 20.6%であった(n=97)。このことは，ドキュ

メンタリーにおいて，番組によって，あるいはシーン

によって，この 2 つの考え方を使い分けている可能

性を示唆していると考えられる。 

 

5.2.7． 撮影手法に対する態度 

「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」など，8つの撮影手法(表4)  
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表 4 「撮影手法に対する態度」の質問項目における

8 つの撮影手法 

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) 

※()内は，図 8 および本文における表記 
 

について一般的に認められるべきケースがあると思

う番組ジャンルを複数回答で尋ねた結果が図8であ

る。以下，A~Hの各項目は，表5の()内の言葉で表記

する。 

ドキュメンタリーの回答率は，「E.別の場所」「H.

状況設定」を除く 6 項目で「1.ニュース」を選んだ番

組制作者の割合よりも多く，「4.情報番組」を選んだ

番組制作者の割合よりも低かった。ニュースよりも

ドキュメンタリーの方が様々な撮影手法が認められ

るべきと考える番組制作者が多く，情報番組よりも

少ないといえる。「E.別の場所」は，「1.ニュース」と

「2.ニュースドキュメンタリー」を選んだ番組制作

者が同じ割合(27.4%)であった。「H.状況設定」は，「3. 

その他のドキュメンタリー」が 83.8%であり，4 つの

番組ジャンルの中で「認められるべきケースがある」

と回答した番組制作者の割合が最も多かった。「H.状

況設定」が，「3.その他のドキュメンタリー」の制作

手法を特徴づけるものであると捉えることができる。 

「1.ニュース」では，いずれの項目も「認められるべ

きケースがある」と回答した番組制作者の割合が

50.0%を超えたものはなかったが，「4.情報番組」で

は，「G.自然現象」以外はすべての項目で回答した番

組制作者の割合が 50.0%を超えていた。番組ジャン

ルによって差があることが明らかになった。 

 

6.考 察 

6.1. 番組制作者が影響を受けたもの 

組織の上司の指導以外に影響を受けたものとして，  

 
図 8 A～H の撮影手法が認められるべきケースが

あると思う番組 (n=A100， B96， C98， D99， 

E95， F96， G97， H99) 

 

「身近な先輩や同僚」「自分の番組の制作スタッフ」

などを選んだ番組制作者の割合が多く，オン・ザ・ジ

ョブで学んでいることが改めて確認できた。テレビ

業界が不祥事を起こさないための対応として，BPO

が設置され，問題となる制作手法の勧告を行ったり，

放送局や業界団体による研修の充実が目指されたり

してきたが，これらの影響を挙げた番組制作者の割

合は低かった。 

業界外からの影響に関しては，新聞・雑誌等のメデ

ィアやインターネット(SNS も含む)での批判等，業

界内の影響と比べて回答率が低い項目が多かった。

ただし，自分の番組の取材対象者や取材を見ていた

人などから言われたことは，半数の番組制作者が影

響を受けたと回答していた。視聴者の番組制作に対

する視線が厳しくなる中，制作現場で，番組制作者の

取材方法や姿勢に対して意見を言う人が増えたこと

が背景にあることも考えられる。これまで番組制作

者は，業界外の人を番組制作のことを何も知らない

「素人」だととらえ，受け手による批判に対しては，

「それは，送り手の現場や状況を知らないからいえ

ることだ」と突き放す傾向があることが指摘されて

34.0 

37.5 

48.0 

29.3 

27.4 

26.0 

12.4 

25.3 

48.0 

60.4 

57.1 

42.4 

27.4 

29.2 

16.5 

59.6 

58.0 

66.7 

64.3 

53.5 

30.5 

38.5 

23.7 

83.8 

81.0 

80.2 

83.7 

72.7 

56.8 

55.2 

28.9 

67.7 

12.0 

10.4 

11.2 

22.2 

41.1 

39.6 

66.0 

11.1 

0 20 40 60 80 100

A.別の角度

B.撮影日時

C.ゆっくり

D.もう一度

E.別の場所

F.ふさわしい場所

G.自然現象

H.状況設定

1.ニュース 2.ニュースドキュメンタリー
3.その他のドキュメンタリー 4.情報番組
5.該当なし



日本教育メディア学会研究会論集 

No.49:72-81,2020.7. 

80 

きた(山内 2005)。本調査でも，業界内の影響が大き

いことが裏付けられたが，制作現場を実際に見た人

の意見には影響を受けていることがわかった。 

 

6.2. リプレゼンテーションに対する意識・態度 

リプレゼンテーションに対する意識・態度に関し

ては，番組制作者は，ドキュメンタリーは，ニュース

や情報番組とは異なる特徴を持つ独自のジャンルと

考えていることが明らかになった。 

番組制作者は，ドキュメンタリーにおいては，ニュ

ースよりも，取材する題材選びで「物語性や人間ドラ

マ」を重視し，撮影では「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」と考え，手紙を書

いたり誰かに会いに行ったりすることを提案する等

の「状況設定」を容認している。番組制作者の存在は

「わかるようにするべきだ」と考え，「公平中立は難

しい」と考える番組制作者が多い。ドキュメンタリー

が伝える現実は「再構成したもの」と考える番組制作

者が多いのは，これらと対応していると考えられる。

その一方で，「カメラを意識しない表情をねらうべき」

と考える番組制作者も多い。「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「カメラを

意識しない表情をねらうべき」の 2 つの考え方は，

相反するかのように見えるが，両方を回答した番組

制作者も多いことから，ドキュメンタリーでも，番組

によって，あるいはシーンによって，使い分けている

可能性がある。このように，相反するかのように見え

る考え方が共存することが，ドキュメンタリーの特

徴であり，視聴者にとって理解を困難にしている要

因でもあると考えられる。 

ここまで述べてきたように，ドキュメンタリーの

題材選びや表現形式に関する傾向は，ニュースの傾

向とは異なり，情報番組の傾向と近い。 

 これらの傾向は，「2.ニュースドキュメンタリー」

よりも「3.その他のドキュメンタリー」でより強い。 

「2.ニュースドキュメンタリー」は，本調査における

リプレゼンテーションに関する調査項目 31 項目中

28 項目で，回答率が，「1.ニュース」と「3.その他の

ドキュメンタリー」の間であった。このことから，番

組制作者は「2.ニュースドキュメンタリー」は，「1.

ニュース」と「3.その他のドキュメンタリー」の間に

位置するジャンルと捉えていることが示唆される。 

一方，スポンサー，制作費，視聴率等の経営的な要

因の項目に対する回答傾向は異なる。スポンサー，制

作費，視聴率の影響を受けるとする回答は，情報番組

ではいずれも半数を超えるのに対して，ドキュメン

タリーでは，スポンサー，製作費の 2 項目は，影響

を受けると回答する番組制作者は半数以下と，情報

番組よりも少なく，ニュースの回答率と近い。視聴率

の影響に対する回答率は，ニュースと情報番組の間

に位置している。 

以上のように，ドキュメンタリーは，ニュースに近

い側面と情報番組に近い側面をあわせもつジャンル

として番組制作者に捉えられている。 

ただし，本研究では，番組制作者の間でも回答がわ

かれる項目が多くみられた。本調査におけるリプレ

ゼンテーションに関する調査項目 31 項目のうち，番

組制作者が「当てはまる」と回答した割合が 20%未

満，または 80%以上というように多数の番組制作者

が同じ回答をした項目は，「1.ニュース」で 4 項目

(12.9%)，「2.ニュースドキュメンタリー」で 2 項目

(6.5%)，「3.その他のドキュメンタリー」で 4 項目

(12.9%)，「4.情報番組」で 6 項目(19.4%)であり，そ

のほかの項目は番組制作者間で回答がわかれた項目

といえる。回答がわかれた背景には，年齢，影響を受

けた組織，担当番組などによる違いがある可能性も

ある。今後のさらなる分析が必要と考えている。 

 

7.まとめ 

7.1. 結論 

本研究では，テレビドキュメンタリーの番組制作

者の制作経験およびリプレゼンテーションに対する

意識や態度を明らかにするため，番組制作者101名に

機縁法によりインターネット調査を行った。 

その結果，制作経験に関しては，オン・ザ・ジョブ

で学ぶ番組制作者が多いこと，自分の番組の取材対

象者や取材を見ていた人から言われたことに影響を

受けている番組制作者が半数いることが明らかにな

った。リプレゼンテーションに関しては，ドキュメン

タリーは，(1)題材選びで「物語性や人間ドラマ」を

考慮している番組制作者が多い，(2)公平中立は難し

いと考える番組制作者が多い，(3)カメラを意識しな

い表情をねらうか，取材対象者に何かをしてもらう

かは，使い分けている番組制作者が多い可能性があ

る，(4)取材対象者の隠れた思いを引き出すために行

動を具体的に提案する「状況設定」は，「3.その他の

ドキュメンタリー」で多くの番組制作者が「容認され

るべきケースがある」と考えている，などが明らかに

なった。ただし，番組制作者の間でも回答がわかれる

項目が多くみられ，その背景にある要因については

今後分析が必要と考えている。 

 

7.2. 本研究の限界と今後の課題 

 今後の課題を4点示す。 

(1)本研究の調査対象者は，機縁法によるサンプリン

グである。対象者の年齢や所属が均等になるよう努

力したが，業界全体について一般化するには限界が

あると考えている。 
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(2)回答してくれた番組制作者は調査内容に対して意

識の高い番組制作者である可能性が高い。 

(3)本調査はインターネット調査で実施したが，一部

に，紙面で回答してくれた番組制作者もおり，回答へ

のバイアスについては慎重な検討が必要である。 

(4)テレビドキュメンタリーのリプレゼンテーション

に対する考え方に関して，番組制作者間で回答が異

なる背景にある要因については今後分析が必要と考

えている。 
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