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番組制作者による書籍の質的分析を通した 

テレビ・ドキュメンタリーのリテラシーの構成要素の抽出 

!
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テレビ・ドキュメンタリーに係わるリテラシーの構成要素を抽出することを目的に，日本のテレ
ビ番組制作者（以下，番組制作者）による書籍の記述の分析を行った。その結果，「制作」では，
スポンサーの発言力の大きさ，テレビ局と制作会社の上下関係，総務省の力の大きさ，憲法の知る
権利，放送法の「不偏不党」に対する意識等の項目が抽出された。「言語」では，編集で撮影順と
異なる組合せにすること，できる限り映像で見せること，ナレーションは映像等の要素と補い合う
ものであること等の項目が抽出された。「リプレゼンテーション」では，撮られる側がカメラやス
タッフを意識するため，普段通りではなくなること，番組制作者が撮られる側にはたらきかけを行
うことで真実を伝えること，ドキュメンタリーは世界を再構成し再提示していること，正確な情報を
伝えるべきと考えていること等の項目が抽出された。「オーディアンス」では，日本国民のマジョリ
ティや高齢者をターゲットにしていること，興味を引く様々な工夫をしていること等の項目が抽出さ
れた。 !

　　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，番組制作者 !
1.　研究の背景 
1.1.　 テレビ番組に係わるリテラシー育成の
取り組み 
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
った。それ以降，マスメディアの関係者，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)。 
中でも，テレビ番組に係わるリテラシー育

成では，政府による取り組みも行われてき
た。例えば，1990年代末に郵政省(当時)が設
置した青少年と放送に関する調査研究会で
は，「放送事業者と視聴者の意識，認識のギ
ャップ」が指摘され(青少年と放送に関する調
査研究会 1998)，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
醸成する必要があることが示された(郵政省 
2000)。 

こうした動きに伴い，放送事業者は，1990
年代から，テレビ番組の制作の様子を紹介す
る番組を放送したり，小学生，中学生，高校
生を放送局に招き，放送局員の指導の下でテ
レビ番組を制作する活動を行ったりする等の
メディア・リテラシー育成活動を行ってき
た。日本民間放送連盟も，2001年から，放送
局と青少年が共同でテレビ番組を制作するメ
ディア・リテラシープロジェクトを継続的に
実施してきた。 
初等中等教育においては，これまでの学習

指導要領の中には，「メディア・リテラシ
ー」という言葉は記載されていない。しかし
平成29年・30年告示学習指導要領(文部科学
省 2017a，文部科学省 2017b，文部科学省 
2018)の中には，メディア・リテラシーに関連
する用語として「情報活用能力」が記載され
ており，メディア・リテラシーの概念との重
なりが指摘されている(宇治橋 2020)。テレビ
番組に対する理解を促す題材として，小学校
の社会科の教科書に，テレビ・ニュースの制
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作過程や影響力について掲載され(例えば，北
ほか 2019)，小学校の国語の教科書に，放送
局出身の著者によるメディア・リテラシーに
係わる文章も掲載されている(例えば，中谷 
2020，下村 2020)。 
以上のように，テレビ番組に係わるリテラ

シー育成では，放送事業者と視聴者の意識，
認識のギャップを埋めることが目指され，教
育や実践が蓄積されてきた。 !
1.2.　 メディア・リテラシーの構成要素に関
する研究 
世界各地で展開されるメディア・リテラシ

ー研究および実践の基本となる理論的枠組み
を作ったのは，イギリスのメディア教育研究
者マスターマン, L.(Masterman, L.)とされて
いる(鈴木 1995)。マスターマンは，テレビ番
組の制作の実態や制作者の考え方を理解する
のに有用な，メディア・テクストの内容が決
定される要因に関する知見を提供している(マ
スターマン 2010)。 
マスターマンの研究は，日本のメディア・

リテラシー研究および教育実践にも，直接的
または間接的に影響を与えてきた。例えば，
FCTメディア・リテラシー研究所(以下，
「FCT」と表記)は，1990年代以降，マスター
マンの著作を日本に紹介してきた。また，マ
スターマンの影響を受けたとされるカナダの
枠組みを参考に作成した「メディア研究モデ
ル」で日本のテレビ番組を読み解く方法を提
案したり，実践を行ったりしてきた(鈴木編 
2004)。「メディア研究モデル」では，メディ
ア分析の対象を「生産現場の仕組み」「規
律」「語り／ストーリー」等の23の要素で示
している(鈴木編 2004)。しかし，メディア・
リテラシーは，社会における教育・放送・政
治・文化のシステムすべての領域に関連する
ものであるため，実践が行われている国や地
域の文化の独自性や特殊性を反映するもので
なくてはならない(マスターマン 1997)。「生
産現場の仕組み」について学ばせるために
は，実際の生産現場の様子を明らかにする必
要があるだろう。「規律」について学ばせる

ためには，番組制作者が意識している事柄を
明らかにする必要があるだろう。それによっ
て，学習内容が具体的に示せるようになると
考えられる。FCTは，放送されたニュース番
組の分析によって，番組制作者によるニュー
スバリューの判断について学ぶ実践を提案し
たり(鈴木 2004)，テレビ番組のパターン化や
ステレオタイプ化に視聴率や制作者側の持つ
価値観が影響していることを見出したりして
いる(宮崎 1997)。しかしいずれも放送された
テレビ番組の分析であり，実際の制作現場や
番組制作者の考え方に関する調査を十分に行
っているわけではない。 
日本独自のメディア・リテラシーの構成要

素や到達目標の抽出を目指す研究もある(例え
ば，森本 2015，中橋 2014，中村 2013，奥
泉 2005)。これらの研究で示された構成要素
には，メディアの送り手の状況や考え方を理
解することが目指されている要素もある。例
えば，中橋(2014)のメディア・リテラシーの
構成要素には，「情報内容が送り手の意図に
よって構成されることを理解できる」があ
り，送り手の意図には「社会的・文化的・政
治的・経済的な意図などが含まれる場合もあ
る」と述べられている。しかしこれまでの研
究で，メディア・リテラシーの構成要素と対
応する日本のテレビ番組の制作の実態や制作
者の考え方について検討した研究は管見の限
り見当たらない。 
放送事業者と視聴者の意識，認識のギャッ

プを埋めることを目指すメディア・リテラシ
ー教育や実践を設計するためには，メディ
ア・リテラシーの構成要素と対応する日本の
テレビ番組の制作の実態や制作者の考え方の
検討が必要と考えられる。 
一方，番組制作者は，テレビ番組の制作の

実態や制作手法に対する考え方に関する書籍
を出版している。近年は，題名に「メディ
ア・リテラシー」という言葉が入る書籍もあ
り(例えば，長谷川 2014，池上 2008，下村 
2015)，メディア・リテラシーの一環としてテ
レビ番組の制作の実態や制作者の考え方を知
ってほしいと考える番組制作者がいると捉え
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ることができる。しかし，番組制作者による
書籍の記述内容は，これまで教育実践の参考
にされることはあっても，メディア・リテラ
シー研究に十分活かされてきたとはいえな
い。 
メディア・リテラシーの構成要素と対応す

る日本のテレビ番組の制作の実態や制作者の
考え方の検討には，番組制作者が書いた書籍
の記述内容が有用な資料となる可能性もある
と考えられる。 !
1.3.　 テレビ・ドキュメンタリーを研究対象
とする意義 
日本においてメディア・リテラシーへの関

心が高まったきっかけの一つに，1992年に放
送されたNHKのドキュメンタリー番組におけ
る「やらせ」や虚偽の問題があった。この
時，朝日新聞は，NHKの番組は視聴者の期待
を裏切るものであったとし，「やらせ」や虚
偽の主な点19点を挙げて批判した(朝日新聞 
1993)。しかし，「テレビ・ドキュメンタリー
の番組を豊かにしてきた様々な手法が『やら
せ』の一言で葬り去られてはならないと考え
た番組制作者は私一人ではあるまい」(河野 
1993)と，番組制作者から反論があった制作
手法もあった。例えば，カメラの前では起こ
らなかった流砂を番組制作者が起こして撮影
したこと等である。この問題をきっかけに，
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)においては，
番組制作者と視聴者の認識の違いがあるとさ
れた(例えば，佐藤 1994)。 
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。民主
主義を支える政治判断に用いられる番組ジャ
ンルのひとつでもある。メディア・リテラシ
ー教育で題材とされることが多いジャンルで
もある(例えば，崔 2008，一戸 2019，川瀬 
2008，坂本 2009，杉岡 2000)。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)。 
以上により，テレビ・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られる。 !
2.　研究の目的と用語の定義 
2.1.　研究の目的 
本研究では，テレビ・ドキュメンタリーに

係わるリテラシーの構成要素を抽出すること
を目的に，日本の番組制作者による書籍の記
述の分析を行う。抽出される項目は，メディ
ア・リテラシーの構成要素を具体化したもの
であることから，本研究では抽出される項目
も「構成要素」と呼ぶこととする。 
本研究で抽出される構成要素は，放送事業

者や，市民団体が行うメディア・リテラシー
活動のほか，学校教育で行われるメディア・
リテラシーと関連のある教育において，日本
のテレビ番組の制作の実態や制作者の考え方
をより理解するためのカリキュラム開発の糸
口になると考えらえる。 
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)している番組と捉え
る。放送局によるテレビ番組のインターネッ
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。 !
2.2.　用語の定義 
本研究における「リテラシー」という用語

の定義について説明する。まず，「メディ
ア・リテラシー」という言葉は，メディアと
リテラシーの複合語であり，特定のメディア
に関するサブ・リテラシーも提案されてい
る。テレビ・リテラシー(Buck i n gham 
1993)，映画リテラシー(FEWG 1999)，ゲー
ム・リテラシー(Burn, A. 2017)等である。バ
ーン, A (Burn, A. 2017)は，サブ・リテラシ
ーへの細分化によって「特定のメディアの特
性，構造の表出，記号によってできることや
文化的環境を見極めることができるという面
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もある」とする。本稿では，この観点に基づ
き，「メディア・リテラシー」のサブ・リテ
ラシーに「テレビ」に係わるリテラシーがあ
り，さらにそのサブ・リテラシーに「テレビ
番組」に係わるリテラシーがあり，そのサ
ブ・リテラシーに「テレビ・ドキュメンタリ
ー」に係わるリテラシーがあると階層的に捉
える。以上に基づき，本研究では言葉を使い
分けることとする。 
次に本研究における，送り手・受け手，お

よび番組制作者・視聴者という用語の定義に
ついて説明する。送り手・受け手という言葉
は，通信工学的なモデルを援用してコミュニ
ケーション現象を図式化してとらえたもの
で，日本のマス・コミュニケーション論で長
く使われてきた(水越・林田 2010)。しかし，
テレビに関しては，テレビ番組の制作現場の
「作り手」と，非制作現場を中心とする「送
り手」としてのテレビ局の組織や個人(編成部
門等)を分離して捉える必要性が指摘されてい
る(松井 2015)。本研究で言及する送り手は，
この区分における「作り手」である。本研究
では，テレビ番組の「作り手」「受け手」を
より具体的に示すため，「番組制作者」「視
聴者」と記述する。ただし，テレビ以外も含
めたメディア全般の情報伝達に関して記述す
る際には，「送り手」「受け手」と記述す
る。先行研究の知見に関する記述では，先行
研究の記述に従うこととする。 !
 !

3.　研究方法 
3.1.　分析対象とした書籍 
本研究では，番組制作者が自らのテレビ・

ドキュメンタリーの制作論を書いた書籍(以
下，「番組制作者による書籍」と表記)のう
ち，2000年から2013年に発行された書籍6冊
を分析の対象とした。具体的な書籍を表1に
示す。研究方法においては，インタビュー調
査も研究データとしての可能性や有用性があ
ると考えられる。本研究で書籍の分析に限定
したのは，流通する番組制作者による書籍の
数が多く，本研究の目的に関する知見が得や
すい可能性があると考えたためである。 
対象とする書籍は，以下の手続きにより，

有意に抽出した。 
(1)　 国会図書館の資料検索サイト「NDL 
OPAC」で，1993年から2018年に出版された
書籍のうち，「テレビ」「TV」「ドキュメン
タリー」「ドキュメンタリスト」のいずれか
を書名に含み，かつ「映画」を書名に含まな
い書籍を抽出した。対象範囲を1993年からに
した理由は，NHKのドキュメンタリー番組の
制作手法が批判を受けたことをきっかけに，
1993年以降，テレビ番組の制作ガイドライン
が整備されているためである。このことか
ら，1993年以降に出版された書籍では，テレ
ビ番組の制作手法や制作者の考え方がそれ以
前とは変わっている可能性があると考えた。
この手続きによって9,758冊が抽出された。 
(2)　 (1)で抽出された書籍の中から，以下のa
～eにすべて当てはまる書籍を抽出した。 
a.「日本のテレビ・ドキュメンタリー」の
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「制作論」について書かれた書籍である。 
b.著者が，出版当時，テレビ番組の「ディ

レクター」または「記者」である。もしく
は，過去にその経歴がある。 
c.「自ら」の制作論を書いた書籍である。 
d.「単著」である。対談集は除く。 
e.同じ著者の書籍が複数ある場合は，テレ

ビ・ドキュメンタリーの制作論を記述したペ
ージ数がもっとも多い書籍を選ぶ。改訂版が
出ている場合は，改訂版を選ぶ。 
この手続きによって，19冊の書籍が抽出さ

れた。 
(3)　 19冊の書籍のうち，NHK，民放，制作
会社(またはフリーランス)の3つの所属組織ご
とに若い著者2名の書籍を分析対象とした。組
織ごとに分けて選んだ理由は，テレビ番組の
制作手法や考え方が所属している組織の影響
を受けている可能性が高いと考えたためであ
る。若い著者の書籍を選んだ理由は，テレ
ビ・ドキュメンタリーの制作手法や考え方
は，時代によって変化する可能性が指摘され
ており(村井 2017)，現在のテレビ番組の制作
の実態や考え方を反映した知見を得るためで
ある。抽出された19冊のうち12冊は，2018
年末時点の著者の年齢が70歳以上であったこ
とから，この基準を採用した。この手続きの
結果，抽出された6冊の書籍を本研究では分析
対象とした(表1)。 !
3.2.　分析枠組み 
本研究では，番組制作者の記述を分析する

枠組みとして，バッキンガム， D . 
(Buckingham， D. 2006)のメディア・リテラ
シーの「基本概念」(表2)を用いた。バッキン
ガムは，マスターマンの理論を批判しながら
も発展的に継承し，マスターマン後のイギリ
スのメディア・リテラシー教育分野の第一人
者と位置づけられる人物である(鈴木 2006)。
基本概念は，メディア・リテラシー教育にお
ける到達水準を，「制作」「言語」「リプレ
ゼンテーション」「オーディアンス」の4つの
大分類と28のカテゴリーに分けた概念で示し
たものである。 

「1.制作」は，メディア・テクストの制作
に係わる項目である。「2.言語」は，メディ
アが持つ独自の言語の組み合わせのことであ
り，テレビ番組の場合，話し言葉や書き言葉
だけでなく，映像や音声も含まれる。「3.リ
プレゼンテーション」は，実社会の人びと，
場所，出来事，考え方等を，メディアを通し
て再構成し，再提示すること，および再提示
された『現実』である。「4.オーディアン
ス」は，メディアの受け手がどのようにター
ゲットにされ測定されているか，およびメデ
ィアの流通や分配に関する項目である。 
日本においては，メディア・リテラシーの

構成要素を，「概念」ではなく「能力」を基
に分類するのが主流である(例えば，水越
2002，中橋 2014，坂元 1986，郵政省 
2000)。能力によって分類された項目と，テレ
ビ番組の制作の実態や番組制作者の考え方に
関する記述を対応させるのには，慎重な検討
が必要になる。 
イギリスやカナダ等の英語圏のメディア・

リテラシー教育の構成要素は，一般的に「概
念」により定義される(バッキンガム 2006)。
概念には，テレビ番組の制作の実態や制作者
の考え方と対応した要素が多く含まれている
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ため(表2)，本研究の枠組みに適していると考
えた。 
カナダのものを参考に作成された研究モデ

ル(鈴木 1997)もあるが，バッキンガムの基本
概念には，「選択」「組み合わせ」「存在と
不在」「偏向と客観性」等が含まれ，テレビ
番組の制作の実態や制作者の考え方とより対
応しやすい要素となっている。以上の理由
で，本研究ではバッキンガムの基本概念を用
いることとした。 !
3.3.　分析方法 
分析対象とする6冊の書籍における，テレ

ビ・ドキュメンタリーに関する記述から，バ
ッキンガム(2006)のメディア・リテラシー教
育の基本概念(表2)に対応する記述を抽出し，
基本概念の構成要素別に分類した。 
分析は，テレビ・ドキュメンタリーの制作

経験がある第一筆者が一名で行った。分析の
信頼性確保のため，バッキンガムが示すカテ
ゴリーに基づきガイドラインを作成した。作
成したガイドラインに基づき，2回目のカテゴ

リー化を行った。一致しないものについて，
再度ガイドラインに基づいてカテゴリーに位
置づけた。分析結果には，分析者の視点によ
る認識や解釈が加わっていると考えられる
が，できる限り研究の再現性を担保するため
に，手順を定めて分析を行った。分析手順の
例を図1に示す。 !
(1)対応する記述の抽出 
番組制作者による書籍6冊の記述から基本概

念と対応する記述を抽出し，文章を意味のま
とまりごとに区切った。図1の(1)は，分析対
象書籍［⑤森］の97-98頁から抽出された一
連の記述である。記述の意味のまとまりによ
る区切りを点線で示した。抽出の際は，「自
ら」の考え方を述べている箇所，ドキュメン
タリー制作の「一般論」として記述されてい
る箇所，「出版当時」の手法や考え方として
記述されている箇所を抽出した。 
「1b.制作業務」に対応する記述は，テレビ

番組の制作手順についての詳細な記述が多い
ため，抽出の基準の設定が必要であった。本

̶ ̶86

　図1　分析手順の例



研究では，テレビ番組の制作業務の骨格にあ
たると考えられる①番組制作の全体の流れを
示す記述，②各制作段階の説明，③各制作段
階における役割分担について書かれている記
述の3つの基準で抽出した。 
(2)カードの作成 
抽出した文章を要約し，カードを作成し

た。図1の(2)が作成したカードの例である。
文意をできるだけ損なわないよう，元の文章
の言葉を極力使用した。 
書籍の同じ節の文章で，同じ要約になる文

章は，抽出しなかった。異なる節において，
同じ要約になる文章は存在しなかった。 
(3)構成要素別の分類 
作成されたカードを基本概念の構成要素別

に分類した(図1の(3))。「2.言語」の「2a.意
味」「2b.決まり/約束事」「2c.コード」は分
類が困難なカードが多かったため，ひとつの
カテゴリーとして分類した。そのため，本研
究では26カテゴリーで分類を行った。 
(4)ひとつのカードに複数のカテゴリーに対応
する記述が含まれている場合は，それぞれの
カテゴリーに分類した。ただし，カテゴリー
の性質上，他のカテゴリーと重複する記述が
特に多い以下のカテゴリーについては，特別
に基準を設けた。 
「2d.ジャンル」には，ジャンル特性に関す

る記述のうち，ほかのカテゴリーに該当しな
い記述を分類した。「2e.選択」は，「ある言
語の様式を使うとどんな効果があるか」(バッ
キンガム 2006)に該当する記述のうち，ほか
のカテゴリーに該当しない記述を分類した。
「3a.リアリズム」と「3b.真実を語ること」
は重複するものが多いため，「3a.リアリズ
ム」には，「現実」と「映像における現実」
の比較に関するものを，「3b.真実を語るこ
と」には，「カメラによる現実の変化」に関
する記述と，「それにどう対処しているか」
に関する記述を分類した。 
本研究が分析対象とした書籍の記述の特徴

や傾向を明らかにするために，カテゴリーご
とに，分類された記述数を数えた。 
(5)各カテゴリーの記述内容をより詳しく分析

するために，各カテゴリーに分類されたカー
ドを類似項目ごとにまとめてサブカテゴリー
を作成し，内容を表す見出しをつけた。 
書籍の表記に基づき，演出業務にかかわる

工程を「制作」(例:制作段階)，商品としての
番組全体の工程を「製作」(例:製作費)と表記
した。また，抽出された記述はすべてテレビ
番組に関する記述であることから，「テレビ
番組」という記述は「番組」と簡略した表記
にした。 
表3に，4つの各大分類で，記述数が多かっ

た上位2カテゴリーの記述例を示す。再右欄に
*1を付した記述は，図１で示した記述の一部
である。この記述は，NHKの公共放送という
形態について述べられているが，民放のスポ
ンサーと対比していることから「経営基盤」
に関する記述と判断した。また，公共放送で
あるために「良識」や「民意」という指標か
ら自由になれないという記述があることか
ら，番組内容への影響についての記述とみな
し，「1．制作」《c.産業》の〈経営基盤と番
組内容の関係〉に分類した。また，*2を付し
た記述は，テレビ局の経営基盤は，広告収入
であり，それが「テレビ番組を作るうえで無
視できない」としていることから，同じく，
〈経営基盤と番組内容の関係〉に分類した。 
*3を付した記述は，「映像化」することの

重要性に関する記述である。*4を付した記述
は，「映像の力の大きさ」に関する記述であ
る。これらは，テレビ・ドキュメンタリーは
「映像」によって伝えられるという「様式」
を示すものと考えられることから，「2．言
語」《a.意味，b.きまり/約束事，c.コード》
に分類し，〈映像の力〉というサブカテゴリ
ーとした。 !
4.　結果 
4.1.　カテゴリー，サブカテゴリー別の記述数 
抽出された記述数は，全体で526件だっ

た。カテゴリー，サブカテゴリー別の記述数
および割合を書籍別に示したものが表4であ
る。4つの大分類別に見た記述数は，「1.制
作」が 1 6 6 ( 3 1 . 6 ％ ) ，「 2 . 言語」が
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141(26.8％)，「3.リプレゼンテーション」が
183 (34 . 8％)，「4.オーディアンス」が
36(6.8％)であった。4つの大分類すべてで記
述が確認されたものの，「4.オーディアン
ス」に分類された記述数は，他の3分類に比べ
て少なかった。 
26のカテゴリー別に見ると，18のカテゴリ

ー(69.2%)で対応する記述が確認された。8の

カテゴリーに対応する記述は確認されず，メデ
ィア・リテラシーの構成要素のすべてが抽出
されたわけではなかった。対応する記述数が
もっとも多かったのは，「1.制作」の「1b.制
作業務」で，97(18.4％)であった。続いて
「3.リプレゼンテーション」の「3c.存在と不
在」が72(13.7％)，「2.言語」の「2f.組み合
わせ」が49(9.3％)であった。 
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表3　各カテゴリー，サブカテゴリーに対応する書籍の記述例の一部
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表4　メディア・リテラシーの基本概念に対応する書籍別の記述数と割合
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書籍別にみると，分析対象である6冊すべて
の書籍において，4つの大分類に対応する記述
が確認された。26のカテゴリー別に見ると，
書籍によって，記述数の多いカテゴリーが異
なった。例えば，［①山登］で記述数が最も
多かったカテゴリーは，「1a.制作業務」で，
136項目中50件(37.6%)であった。［⑤森］
は，「3c.存在と不在」「3d.偏向と客観性」
の2カテゴリーに分類される記述が最も多く，
80件中各18件(22.5%)であった。［⑥奥村］
は，「1c.産業」に分類される記述が最も多
く，101件中35件(34.6%)であった。 !
4.2.　各カテゴリーの記述内容 
各カテゴリーにおいて作成されたサブカテ

ゴリーとその記述内容について，各大分類に
おいて，カテゴリーの記述内容が多い順に記
述する。大分類名を【】，カテゴリー名を
《》，サブカテゴリー名を〈〉で表記する。 !
4.2.1.　【1.制作】 
【1.制作】は，メディア・テクストの制作

に係わる分類である。この大分類では，番組
の制作業務や，産業，テクノロジー等の番組
制作の工程に係わる様々なカテゴリーの記述
が確認された。7のカテゴリーのうち，「g.ア
クセスと参加」以外の6のカテゴリーで対応す
る記述があった。 
記述数が最も多かったカテゴリーは《1b.制

作業務》であり，97件(18.4％)の記述があっ
た。《1b.制作業務》は，企画・事前取材・撮
影・編集等の〈制作段階の説明〉のほか，各
制作段階における役割分担，作業の手順等の
記述があった。番組制作の工程が細かく記述
された書籍があったことから，記述数が多か
った。 
《1b.制作業務》以外では，記述数の多い順

に，《1c.産業》《1a.テクノロジー》《1e.規
律/規制》《1f.流通と供給》《1d.メディア間
のつながり》という，番組制作の工程に係わ
る様々なカテゴリーの記述があった。 
この中では《1c.産業》の記述数が多く，42

件(8.0％)あった。《1c.産業》には，テレビ局

の収入源や，視聴率制度等の〈経営基盤〉に
関する記述のほか，経営基盤や製作費が番組
内容に関係しているという記述があった(〈経
営基盤と番組内容の関係〉〈製作費と番組内
容の関係〉)。〈経営基盤と番組内容の関係〉
には，スポンサーの発言力の大きさに関する
記述があった。また，《1c.産業》には，テレ
ビ局と制作会社の上下関係について述べた
〈業界構造〉に関する記述があった。 
《1a.テクノロジー》は，〈撮影機材の説

明〉や〈撮影機材選びの手順〉に関する10件
(1.9％)の記述があった。〈撮影機材の説明〉
には，撮影の際にカメラだけでなく録音・照
明機材が必要なことや，撮影・編集機器が小
型，安価になったこと等の近年の機材の変化
に関する記述があった。〈撮影機材選びの手
順〉には，番組の構成表の内容にふさわしい
機材を準備することや，あらかじめ撮影現場
の下見をして撮影機材を選ぶこと等の記述が
あった。 
《1e.規律/規制》も10件(1.9％)の記述があ

った。〈憲法(知る権利)〉や〈放送法(不偏不
党)〉という法律に関するものから，〈免許制
度〉という放送行政に関するもの，〈自主規
制〉に関するものまで様々な局面の《1e.規
律/規制》に関する記述があった。記述数が最
も多かったのは〈免許制度〉であり，放送は
〈免許制度〉であるため所管の総務省に頭が
上がらないこと等の記述があった。法律に関
する記述には，憲法の表現の自由に含まれる
とされる国民の知る権利に応えることを目指
す必要性や(〈憲法(知る権利)〉)，放送法に明
記されている「不偏不党」を目指す必要性
(〈放送法(不偏不党)〉)に関する記述があっ
た。〈自主規制〉には，視聴者が望まないも
のは出さないこと，撮影した被写体に対して
放送前に映像をチェックさせることはタブー
であること等の記述があった。 
《1f.流通と供給》は6件(1.1％)の記述があ

った。放送計画や番組の長さによって，番組
の内容，形式，質が規定されることや(〈番組
の長さと番組内容の関係〉)，放送される時期
や時間枠と番組内容が関係していること(〈放
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送計画〉)，テレビが直接視聴者に届くという
流通構造のために，視聴者の意向が反映され
やすいこと(〈流通構造と番組内容の関係〉)等
の記述があった。 
《1d.メディア間のつながり》は，〈テレビ

局と新聞社の関係〉に関する記述1件(0.2%)で
あった。その内容は，テレビ局と新聞社が全
く別の世界であり，競争心や敵憮心があると
いうものだった。 
以上のように，【1.制作】では，番組制作

の工程に関する《1b.制作業務》の記述が最も
多かった。また，制作業務に係わりがある
《1c.産業》《1a.テクノロジー》《1e.規律/規
制》《1f.流通と供給》《1d.メディア間のつな
がり》という様々なカテゴリーの記述があっ
た。一方，「誰の声がメディアで聞かれる
か。誰の声が排除されているか」という《1g.
アクセスと参加》に対応する記述は確認され
なかった。 !
4.2.2.　【2.言語】 
【2.言語】は，メディアが持つ独自の言語

の組み合わせに関する分類である。この大分
類では，番組制作の技法や，技法の持つ意味
に対する番組制作者の意識に関する記述が確
認された。5のカテゴリーすべてで対応する記
述があった。 
対応する記述数が最も多かったカテゴリー

は，《2f.組み合わせ》であり，47件(8.9％)の
記述があった。《2f.組み合わせ》には，〈番
組構成技法〉と〈編集技法〉に関する記述が
あった。〈番組構成技法〉には，番組のねら
いに沿ってストーリーを組み立てることや，
撮影された順序とは異なる新しい組合せにつ
なぎ変えていくこと等の記述があった。〈編
集技法〉には，広い引き(ロング)の映像で状況
を説明してから寄り(クローズアップ)の映像で
詳細を説明すること等の編集技法に関する記
述のほか，省略が大事であること，飽きさせ
ないようにする必要があること等の編集方針
に関する記述があった。 
《a.意味，b.きまり/約束事，c.コード》は

38件(7.2％)の記述があった。記述数が多かっ

たのは〈映像の力〉と〈ナレーションの役
割〉に関する記述であった。〈映像の力〉に
は，映像の力は大きいことや，できる限り映
像で見せる必要があること等の記述があっ
た。〈ナレーションの役割〉には，背景や周
辺情報を伝えることや，映像等ほかの要素と
補い合うものであること等の記述があった。
〈ナレーションの技法〉も次に記述数が多か
った。その他，〈わかりやすくする工夫〉
〈意外性を出す工夫〉に関する具体的な技法
の記述や，編集，テロップ，音楽・音響効果
の役割および具体的な技法等に関する記述が
あった。 
《2e.選択》は29件(5.5％)の記述があっ

た。何を表現したいかを考えて1カット1カッ
ト構図を決めて撮る等の〈構図・カメラワー
クの重要性〉に関する記述や，下へのPAN(振
り下ろし)は状況の転換という意味がある，ク
イックズームインは強い発見感を出したい時
に使う等の〈構図・カメラワークの意味〉に
関する記述があった。 
《2d.ジャンル》は，19件(3.6％)の記述が

あった。テレビ・ドキュメンタリーのジャン
ルの特徴として，〈手法〉〈題材〉〈主観
性〉〈時代性〉〈ドキュメンタリーの定義の
困難さ〉に関する記述があった。記述数が最
も多かったのは，〈手法〉であり，テレビ・
ドキュメンタリーがニュースの裏や背景に潜
むものを見極めたり，後日，別の文脈で事象
を再構成したりするジャンルである等の記述
があった。〈題材〉に分類された記述はすべ
て，どんな題材でもドキュメンタリーになり
うるという主旨の記述であった。〈主観性〉
は，ドキュメンタリーは主観的であるという
記述，〈時代性〉は，ドキュメンタリーは時
代を映し出すものであるという記述であっ
た。〈ドキュメンタリーの定義の困難さ〉に
関する記述もあった。 
《2g.テクノロジー》は，6件(1.1％)の記述

があった。〈機材の取材対象者への影響〉
〈カメラ特性〉〈放送技術と番組内容の関
係〉に関する記述があった。記述数が最も多
かったのは，〈機材の取材対象者への影響〉

̶ ̶92



であり，撮影現場は，撮影機材やスタッフが
存在することで非日常的な空間になることに
関する記述であった。〈カメラ特性〉は，カ
メラで撮影できるものは今カメラの前で起き
ていることだけである等の記述があった。
〈放送技術と番組内容の関係〉は，ハイビジ
ョン番組では，鮮明な映像が撮影できるの
で，それにふさわしい素材を選ばなければな
らない，等の記述があった。 
以上のように，【2.言語】では，撮影，構

成，編集等の番組の各制作段階における制作
技法や，制作技法の持つ意味に関する記述が
あった。その他，テレビ・ドキュメンタリー
というジャンルの特徴や，テクノロジーが制
作技法に与える影響についての記述があっ
た。 !
4.2.3.　【3.リプレゼンテーション】 
【3.リプレゼンテーション】は，実社会の

人びと，場所，出来事，考え方等を，メディ
アを通して再構成し，再提示すること，およ
び再提示された『現実』に関する分類であ
る。この大分類では，テレビ・ドキュメンタ
リーで構成される現実に対する番組制作者の
意識に関する記述が確認された。7のカテゴリ
ーのうち，《3a.リアリズム》《3b.真実を語
ること》《3c.存在と不在》《3d.偏向と客観
性》の4のカテゴリーで対応する記述があっ
た。 
対応する記述数が最も多かったカテゴリー

は，《3c.存在と不在》であり，72件(13.7％)
の記述があった。《3c.存在と不在》には，何
かの題材が〈放送される理由〉と〈放送され
ない理由〉に関する記述があった。〈放送さ
れる理由〉には，世間に対する影響力が大き
いことや，映像で表現しやすいこと等の記述
があった。〈放送されない理由〉には，視聴
率がとれないことや，取材対象者の取材・撮
影拒否等の記述があった。〈放送される理
由〉〈放送されない理由〉いずれも，複数の
理由が記述されている書籍があることから，
記述数が多かった。 
《3b.真実を語ること》は46件(8.7％)の記

述があった。撮影時の取材対象者に対するあ
り方に関して，〈カメラによる現実の変化〉
〈素の表情〉〈制作者による介入〉という関
連のある3種類の記述があった。〈カメラによ
る現実の変化〉は，撮られる側がカメラやス
タッフを意識してふるまうことにより，普段
通りではなくなるという主旨の記述であっ
た。そうした現状に対する考え方として，カ
メラを意識していない〈素の表情〉をねらう
べきだという考え方および手法と，番組制作
者が撮られる側の人に何かをお願いして撮影
することで，真実を伝えるべきだ(〈制作者に
よる介入〉)という考え方および手法の相反す
るかのように見える記述があった。〈制作者
による介入〉は，分析対象とした6冊の書籍す
べてで同じ主旨の記述があった。 
《3d.偏向と客観性》は，〈主観性〉〈公平

中立の必要性〉〈公平中立の不可能性〉に関
する36件(6.8％)の記述があった。記述数が最
も多かったのは，〈主観性〉であり，番組に
は必ず制作者の意図や目線があり，主観的な
ものであるという記述であった。〈主観性〉
についての同様の主旨の記述は，分析対象と
した6冊の書籍のうち5冊で確認された。公平
中立に関しては，〈公平中立の必要性〉と，
〈公平中立の不可能性〉という，相反するか
のように見える記述があった。 
《3a.リアリズム》は，〈現実の再構成・再

提示〉〈情報の正確さ〉〈制作者の存在の表
現〉に関する31件(5.9％)の記述があった。記
述数が最も多かったのは，〈現実の再構成・
再提示〉であり，ドキュメンタリーは番組制
作者が感じた世界を再構成し再提示したもの
だということを明記した記述であった。〈現
実の再構成・再提示〉以外では，しっかり取
材をして正確な情報を伝えるべきだという記
述(〈情報の正確さ〉)や，番組制作者の存在を
番組内で表現すべきかどうかに関する記述
(〈制作者の存在の表現〉)があった。 
以上のように，【3.リプレゼンテーショ

ン】では，〈放送される理由〉と〈放送され
ない理由〉に関する記述が多く確認された。
また，テレビ・ドキュメンタリーで伝えられ
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る現実は，主観的なものである，再構成され
たものである等の記述があった。公平中立
や，撮影時の取材対象者に対するあり方に関
して，相反するかのように見える記述があっ
た。一方で，《3e.ステレオタイプ化》や，
《3f.解釈》，《3g.影響》というオーディエン
スに係わるカテゴリーに対応する記述は確認
されなかった。 !
4.2.4.　【4.オーディアンス】 
【4.オーディアンス】は，メディアの受け手

がどのようにターゲットにされ測定されてい
るか，およびメディアの流通や分配に関する
分類である。この大分類では，テレビ・ドキ
ュメンタリーの受け手に対する番組制作者の
意識に関する記述が確認された。7のカテゴリ
ーのうち，《4a.ターゲット化》《4b.語りか
け》《4c.流通》の3つのカテゴリーで対応す
る記述があった。 
対応する記述数が最も多かったカテゴリー

は《4b.語りかけ》であり，29件(5.5％)の記
述があった。《4b.語りかけ》には，〈視聴者
イメージ〉〈興味を引く工夫〉〈わかりやす
くする工夫〉〈テレビの影響力〉に関する記
述があった。〈視聴者イメージ〉には，視聴
者は集中してみているわけではない等の記述
があった。そうした視聴者の興味を引くため
の工夫として，印象が「強い」ものを先に出
して興味を引き，残りの情報を見てもらえる
ようにする等の記述(〈興味を引く工夫〉)や，
集中しているわけではない視聴者のために情
報を大胆に整理し，省略する必要性がある等
の記述(〈わかりやすくする工夫〉)があった。
また，番組制作者は，メッセージを込めた番
組を作ることで，世の中がよくなることを期
待しているという記述(〈テレビの影響力〉)も
あった。 
《4a.ターゲット化》は5件(1.0％)の記述が

あった。〈ターゲットイメージ〉〈ターゲッ
トの興味を引く工夫〉〈視聴者を増やす工
夫〉に関する記述があった。〈ターゲットイ
メージ〉には，「日本国民のマジョリティ」
「高齢者」という2種類の記述があった。〈タ

ーゲットの興味を引く工夫〉には，ターゲッ
ト層が好むテーマやテンポを考えて作る等の
記述があった。〈視聴者を増やす工夫〉は，
「この時はこれを見る」という視聴者を増や
すことを目指すという記述であった。 
【4.オーディアンス】では，以上のよう

な，視聴者に対する意識に関する記述以外
に，《4c.流通》に関する記述も2件(0.4％)確
認された。テレビの〈同時性〉と〈一方向
性〉に関する記述であった。 
以上のように，【4.オーディアンス】で

は，視聴者のイメージや視聴者の興味を引く
工夫という制作者の視点による記述が中心で
あった。【4.オーディアンス】の大分類にお
いて，《d.利用》《e.理解》《f.楽しみ》《g.
社会的な差異》という視聴者の視点に係わる4
つのカテゴリーに対応する記述は確認されな
かった。 !
5.　考察 !
ここまでの分析によって，日本の番組制作

の実態や考え方に基づいた，テレビ・ドキュ
メンタリーに係わるリテラシーの構成要素が
抽出された。 
具体的には，「制作」では，スポンサーの

発言力の大きさ，テレビ局と制作会社の上下
関係，総務省の力の大きさ，憲法の知る権
利，放送法の「不偏不党」に対する意識等の
項目が抽出された。「言語」では，編集で撮
影順と異なる組合せにすること，できる限り
映像で見せること，ナレーションは映像等の
要素と補い合うものであること等の項目が抽
出された。「リプレゼンテーション」では，
撮られる側がカメラやスタッフを意識するた
め，普段通りではなくなること，番組制作者
が撮られる側にはたらきかけを行うことで真
実を伝えること，ドキュメンタリーは世界を
再構成し再提示していること，正確な情報を
伝えるべきと考えていること等の項目が抽出
された。「オーディアンス」では，日本国民
のマジョリティや高齢者をターゲットにして
いること，興味を引く様々な工夫をしている
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こと等の項目が抽出された。 
本研究が分析対象とした書籍から抽出され

た構成要素は，メディア・リテラシーの構成
要素のすべてを網羅するものではない。例え
ば，「3.リプレゼンテーション」の「e.ステ
レオタイプ化」，「４.オーディアンス」の
「d.利用」「e.理解」等，抽出されなかった
項目がある等，抽出された構成要素に偏りが
あった。このような偏りが見られた理由とし
ては，番組制作者による書籍には，番組制作
者が意識していない項目や，書籍の出版目的
とは合致しない項目が記述されないという特
徴があるためと考えらえる。 
また，結果で述べた通り，書籍によって，

記述数の多いカテゴリーが異なった。その理
由としては，書籍によって出版目的や，著者
の伝えたい内容が異なることが考えられる。
そのため，分析対象とする書籍の選択によっ
て，各カテゴリーで抽出される記述数は変化
すると考えらえる。 
以上のことから，本研究で明らかになった

のは，結果で挙がった項目を意識している番
組制作者がいる，という事実に留まるといえ
る。 
番組制作者が意識する項目からは，複雑な

番組制作の実態や番組制作者の考え方が示唆
される。番組制作者には，所轄の総務省，ス
ポンサー，テレビ局，制作会社，製作スタッ
フ等の様々な人々との関係を意識している者
がおり，より多くの国民の興味を引くために
様々な工夫をしている者もいる。カメラの存
在によって変わってしまう現実を前に，取材
対象者に介入をする番組制作者もいる。番組
で示される現実は，様々なメディア言語を使
って構成していると考えている番組制作者も
いるが，その一方で，正確な情報を伝えるこ
とも目指しており，憲法における国民の知る
権利に応えることや，放送法の不偏不党も意
識している番組制作者もいることが示唆され
た。 
マスターマン(2010)は，メディア・テクス

トに存在する，複雑に絡み合う影響が相互に
関連し合う性質について理解する重要性を述

べる。本研究で明らかになったのは，日本の
現場におけるこれと対応した要素であった。
メディア・リテラシー教育では，各要素を個
別に学ぶだけでなく，番組制作者が様々な
人々との関係を意識し，様々な考え方や手法
を駆使している複雑な状況を複合的に理解す
る必要があると考えられる。 
前述のとおり，日本では，マスメディアの

不祥事をきっかけにメディア・リテラシーに
対する関心が高まった。放送分野において
は，放送事業者と視聴者の意識，認識のギャ
ップの解消のために，視聴者のメディア・リ
テラシー育成が目指された(郵政省 2000)。従
来のメディア・リテラシー研究でも，構成要
素を示したものはあった(例えば，森本 
2015，中橋 2014，中村 2013，奥泉 2005，
鈴木 2004)。しかし，メディア・リテラシー
の構成要素とテレビ番組の制作の実態や番組
制作者の考え方を対応させる研究は管見の限
り見当たらなかった。本研究により，メディ
ア・リテラシーの構成要素に対応する，テレ
ビ番組の制作の実態や番組制作者の考え方に
関する具体的な項目が示された。これらの項
目が示されたことは，日本のテレビ番組の制
作の実態や番組制作者の考え方をより理解す
るためのカリキュラムやプログラムの開発の
糸口になると考えられる。この点で本研究
は，これまでのメディア・リテラシー研究で
不十分だった領域を補完する研究であると考
えられる。 
本研究で分析対象とした番組制作者による

書籍の記述内容が，番組制作の実態をどの程
度反映しているのか，および番組制作者の中
でどの程度浸透している考え方なのかについ
ては，検証が必要である。本研究では，分析
対象とした書籍6冊のうち，5冊あるいは6冊
で同様の主旨の記述がみられたカテゴリーが
確認された。例えば，「3．リプレゼンテーシ
ョン」《3b.真実を語ること》の〈制作者によ
る介入〉は，撮る側が取材対象者に介入する
ことで真実を伝えるべきだという主旨の記述
であり，6冊の書籍すべてで同じ主旨の記述が
確認された。「3.リプレゼンテーション」
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《3d.変更と客観性》の〈主観性〉は，テレ
ビ・ドキュメンタリー制作者の意図や目線が
必ずあり，主観的であるという主旨の記述で
あり，6冊中5冊で同じ主旨の記述が確認され
た。これらの考え方が，番組制作者の中であ
る程度浸透している可能性もあり，今後の検
証が求められるといえるだろう。 !
6.　まとめ 
6.1.　結論 
本研究では，テレビ・ドキュメンタリーに

係わるリテラシーの構成要素を抽出すること
を目的に，日本の番組制作者による書籍の記
述の分析を行った。 
その結果，「制作」では，スポンサーの発

言力の大きさ，テレビ局と制作会社の上下関
係，総務省の力の大きさ，憲法の知る権利，
放送法の「不偏不党」に対する意識等の項目
が抽出された。「言語」では，編集で撮影順
と異なる組合せにすること，できる限り映像
で見せること，ナレーションは映像等の要素
と補い合うものであること等の項目が抽出さ
れた。「リプレゼンテーション」では，撮ら
れる側がカメラやスタッフを意識するため，
普段通りではなくなること，番組制作者が撮
られる側にはたらきかけを行うことで真実を
伝えること，ドキュメンタリーは世界を再構
成し再提示していること，正確な情報を伝え
るべきと考えていること等の項目が抽出され
た。「オーディアンス」では，日本国民のマ
ジョリティや高齢者をターゲットにしている
こと，興味を引く様々な工夫をしていること
等の項目が抽出された。 
この結果から，番組制作者には，所轄の総

務省，スポンサー，テレビ局，制作会社，製
作スタッフ等の様々な人々との関係を意識し
ている者がおり，より多くの国民の興味を引
くために様々な工夫をしている者もいる。カ
メラの存在によって変わってしまう現実を前
に，取材対象者に介入をする番組制作者もい
る。番組で示される現実は，様々なメディア
言語を使って構成していると考えている番組
制作者もいるが，その一方で，正確な情報を

伝えることも目指しており，憲法における国
民の知る権利に応えることや，放送法の不偏
不党も意識している番組制作者もいることが
示唆された。こうした複雑なテレビ番組の制
作の実態や考え方を複合的に理解する必要が
あると考えられる。 !
6.2.　本研究の限界と今後の課題 
最後に，本研究の限界と今後の課題につい

て3点述べる。 
(1)本研究は，番組制作者の記述に基づいた構
成要素の抽出であり，メディア・リテラシー
のすべての構成要素を網羅するものではな
い。これまでの研究で不十分だった領域を補
完する研究であると考えている。 
(2)本研究で抽出されたのは，書籍の「著者」
の視点に基づいたメディア・リテラシーの構
成要素である。著者が意識していないため
に，あるいは記述の必要性を感じなかったた
めに書籍に記述されず，本研究で抽出されな
かった事柄もある可能性がある。より包括的
な結果を得るためには，インタビューなどを
含む多様なリソースにあたることも検討事項
となる。 
(3)本研究で分析対象とした番組制作者による
書籍の記述内容が，テレビ番組の制作の実態
をどの程度反映しているのか，および番組制
作者の中でどの程度浸透している考え方なの
かについては，検証が必要である。 !
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Identification of Television Documentary Literacy 
by Qualitative Analysis of Books by Program Directors !!

MURAI, Asuka (Graduate School of Information Sciences,  
                       Tohoku University) 
HORITA, Tatsuya  (Graduate School of Information Sciences,  
                            Tohoku University) !!!

The purpose of this study is to extract the components of TV documentary literacy 
that are useful for developing curricula and programs. This should improve understanding 
of the actual circumstances of Japanese program production as well as how directors think. 
To that end, we analyzed the description of books written by Japanese program directors. 
The findings are as follows. Production elements included the power of sponsors, the 
hierarchical relationship between television stations and production companies, the fact 
that directors are at the mercy of the Ministry of Internal Affairs and Communications, the 
constitutional “right to know,” and the political neutrality of the Broadcasting Law. 
Language elements included that, after editing, the combination could be different from the 
shooting order, the image should be shown as much as possible, and the voice-over should 
complement elements like the image. Representation elements included the fact people 
being filmed do not behave normally because they are concern about the camera and the 
crew, there is a method of telling the truth by intervening in the lives of people who are 
being filmed, documentaries reconstruct and represent the world of the program director，
and directors think that accurate information should be conveyed. Audience elements 
included directors’ targeting of the majority of Japanese people and the elderly as well as 
various kinds of ingenuity. !
Key words: Media literacy, Media education, Television, Documentary, Program directors
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