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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（リプレゼンテーション）するか
に関して，番組制作者と大学生の意識や態度の違いを調査により明らかにし，テレビ・ドキュメンタ
リーのリテラシーを育成する際に重視すべき点について検討を行った。調査の結果，番組制作者は
大学生よりも，テレビ・ドキュメンタリーについて，1）取材する題材選びで視聴者や物語性が考慮
され，2）何かの題材を放送しないのは取材対象者との関係が影響しているという意識が高く，3）
現実を再構成したものであり，公平・中立は難しいという意識も高く，4）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明らかになった。これらの結果から，テレビ・ド
キュメンタリーのリテラシー育成において，メディアは現実を再構成しているというメディア・リテ
ラシーの基本的概念，ニュースとの類似点，公平・中立を実現する手順の難しさ，番組制作者と取
材対象者の関係，表現手法の５つの点について理解を促すことが重要であることが示唆された。 

　　キーワード：テレビ・ドキュメンタリー，番組制作者，大学生，メディア・リテラシー， 
　　　　　　　　リプレゼンテーション 

1.　研究の背景と目的 
1.1.　マスメディア不信とメディア・リテラ
シー 
マスメディアに対する不信は根強い（林 

2017，稲増 2016）。Googleで“マスゴ
ミ”（“マスコミ”と“ゴミ”を掛け合わせた言
葉）と検索すると，300万件以上がヒットす
る（2020年12月13日現在）。マスメディア不
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，これらの動きによ
って民主主義が揺らぐとの指摘もある（林 
2017）。 
我が国では，80年代から90年代にかけて生

じたマスメディアに関する問題をきっかけに
メディア・リテラシーへの関心が高まり，マ
スメディアに関わる人々，研究者，教育関係
者の中で研究や実践が蓄積されてきた（水越 

2002，中橋 2014，山内 2003）。しかし，
メディア・リテラシー教育が目指すのは，メ
ディアをやみくもに批判，否定するだけでな
く，あくまでも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）。「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」との指摘もある（水越 2002）。マスメデ
ィア不信が指摘される現在，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。 
なかでもテレビ番組は，昨今放送事業者に

よるインターネット配信が本格的に始動した
ことから，普段はインターネットで情報収集
を行う人々も，インターネットを通じてテレ
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ビ番組に触れる機会が増えていると推察され
る。そのため，テレビ番組のリテラシーの育
成は重要性が増していると考えられる。 

1.2.　テレビ番組のリテラシー育成の取り組み 
テレビ番組のリテラシー育成は，テレビド

ラマの暴力表現やNHKのドキュメンタリー番
組に関する「やらせ」か演出かの議論などが
契機となり，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
メディア・リテラシーの向上が提言されるな
ど，政府による取り組みも行われてきた（青
少年と放送に関する調査研究会 1998）。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など
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年改訂学習指導要領」（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

書には，放送局出身の著者によるメディア・
リテラシーに関わる文章も掲載されている
（例えば，中谷 2020，下村 2020）。 
大学においては，「メディア・リテラシ

ー」という名称の科目が設置される大学も多
く，大学教育においてもメディア・リテラシ
ー育成の取り組みが行われているといえる。
大学におけるメディア・リテラシー教育の内
容に参考となることを想定して発行された書
籍には，テレビ番組の理解を促す内容も掲載
されている（例えば，長谷川・村田 2015，久
保田 2008，鈴木 2004）。また，科目名に
「メディア・リテラシー」という言葉は入っ
ていないものの，「放送」や「映像」を題材
とする授業の内容には，メディア・リテラシ
ーの定義（郵政省 2000）と重なる内容も多
い（例えば，村井・堀田 2016，碓井 2003，
山登 2006，吉野 2010）。 
しかし近年まで，放送事業者と視聴者の意

識，認識のギャップを具体的に明らかにする
ことを目的とする調査は，管見の限り行われ
てこなかった。そのため，放送事業者と視聴
者の意識，認識にギャップがある具体的な項
目に焦点を当てたメディア・リテラシー育成
の取り組みを行うことは難しかった。 

1.3.　テレビ・ドキュメンタリーに対する番
組制作者と視聴者の意識や態度の違い 
前述の通り，我が国においてメディア・リ

テラシーへの関心が高まった契機の一つに，
NHKのドキュメンタリー番組に関する「やら
せ」か演出かの議論があった。このとき，番
組制作者が演出として認められると考え，使
用した手法を，新聞社が視聴者の立場から
「やらせ」として批判した。このことから，
番組制作者と視聴者の間で，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）に対する意識や態度に違
いがあるのではないかと指摘された（例え
ば，佐藤 1994）。 
この問題への対応の一環として，NHK放送

文化研究所は，1993年にテレビ・ドキュメン
タリーの番組制作者に調査を行い，演出の許
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容範囲を選択式で尋ねた（朝日新聞社 
1994）。その結果，「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」と考える番組制作
者が多いことが示された。しかし，番組制作
者が具体的にどのような場面でどのような判
断を行なっているのかは明らかになっていな
かった。また，視聴者に対する調査は行って
おらず，番組制作者と視聴者のギャップにつ
いては明らかになっていなかった。 
近年，村井ほか（2020）が，テレビ・ドキ

ュメンタリーの番組制作者と，視聴者の一部
である大学1，2年生に対して，題材選択で考
慮されることや，公平中立についての考え
方，個別の演出手法に対する許容度など具体
的な項目で意識や態度を尋ねる調査を行い，
回答の比較を行った。その結果，番組制作者
と大学生の意識や態度に違いがある項目が具
体的に明らかになった。しかし，村井ほか
（2020）では，調査結果がメディア・リテラ
シー教育の内容に与える知見についての検討
が不十分である。 
また，村井ほか（2020）では，大学1，2年

生を対象に調査を実施した理由について，
「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」としている。
しかし，テレビ番組のリテラシー育成の取り
組みは，大学教育に限られたものではない。
放送事業者が行ってきたメディア・リテラシ
ー育成事業は，高校生以下を対象にした活動
も多い。初等中等教育の学習指導要領におい
てもメディア・リテラシーの概念と重なる学
習内容が確認できる。大学1，2年生を対象と
した調査結果は，高校生以下を対象とするテ
レビ番組のリテラシー育成の取り組みの省察
にも有用な知見となる可能性があると考えら
れる。 
テレビ番組のあり方に関する問題は，番組

制作者に対する教育で対応できる問題だけで
はない。番組制作者が放送ガイドライン（例
えば，NHK 2 0 2 0，日本民間放送連盟 
2015）に明らかに抵触する行為を行うケース
に対しては，番組制作者に対する放送倫理等

に関する教育により対応するべきであろう。
しかし，放送ガイドラインに抵触しないとさ
れる行為（あるいは，抵触するかどうかの判
断に議論が必要な行為）に関しては，視聴者
がメディア・リテラシーを向上させること
で，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と考えられる。 

1.4.　研究目的 
本研究では，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や態度の
違いを調査により明らかにし，テレビ・ドキ
ュメンタリーのリテラシーを育成する際に重
視すべき点について検討を行う。 
テレビ・ドキュメンタリーは，メディア・

リテラシー教育および実践で題材とされるこ
とが多いジャンルである（例えば，カナダ・
オンタリオ州教育省編 1992，崔 2008，岩崎 
2008，松野 2002，村井・堀田 2016，杉岡 
2000，山登 2006）。このことからも，テレ
ビ・ドキュメンタリーを調査対象とする意義
は大きいと考えた。 
メディア・リテラシーは，生涯を通した学

習過程であるが（Masterman 1989），本研
究では大学1，2年生を調査対象とする。理由
は3点ある。１）放送事業者が行ってきた高校
生以下を対象とするメディア・リテラシー育
成事業の内容の省察に有用な知見を得られる
可能性があること，2）初等中等教育における
メディア・リテラシーの概念と重なる学習内
容の省察に有用な知見を得られる可能性があ
ること，3）大学におけるメディア・リテラシ
ー教育の内容の検討に有用な知見を得られる
可能性があること，の3点である。 
なお本研究では「テレビ番組」を，放送局

が制作または放送（配信）している映像を伴
う番組とする。 
2019年度の総務省の調査（総務省情報通信

政策研究所 2020）によると，10代（13-19
歳）の若者は，テレビの視聴時間よりもイン
ターネットでの動画の視聴時間の方が長い。
しかし，「世の中のできごとや動きについて
信頼できる情報を得る」目的で最も利用する
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メディアはテレビ（58.5％）であり，インタ
ーネット（26.8％）を上回っている。10代の
若者は，テレビに対し不信を抱きながらも，
テレビをインターネットよりも信頼できる情
報を得られるメディアと位置づけているとい
える。放送事業者は，2008年からインターネ
ット上で見逃し配信を行っており，2020年に
は，NHKが同時配信も開始した。今後大学生
も，インターネットを通じてテレビ番組に触
れる機会が増えると推察される。以上によ
り，大学1，2年生を対象にテレビに対するリ
テラシーに焦点を当てた研究を行うことは意
義があると考えた。 
また，「ドキュメンタリー」というジャン

ルは，インターネット配信においても使用さ
れている。NHKプラスや，民放が運営する
TVerなど放送事業者のプラットフォームだけ
でなく，AmazonプライムビデオやNetflixな
どのインターネット事業者のプラットフォー
ムにおいても，動画を分類するカテゴリーと
して明記されている（例えば，Amazonプラ
イムビデオでは，「世界の映画」「海外ドラ
マ」「アニメ」「コメディ」等と並んで「ド
キュメンタリー」というジャンルがある）。
そのため，「ドキュメンタリー」に焦点を当
てる意義があると考えた。 

2.　研究方法 
2.1.　調査対象者 
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
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調査を依頼し
た。普段はニュースの取材を行う記者の立場
で仕事をしているが，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
ことを目的とし，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，テ
レビ・ドキュメンタリーに対する考え方は時
代とともに変化していることが指摘されてい
ることから（村井 2017），年齢層ができる
だけ均等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
をしてもらうようにした。60歳以上は退職者
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。 
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1に示
す。年齢層別にみると，30代，40代，50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代，70歳以上の回
答数が少なかった。所属組織別にみると，退
職後も含めた回答は，「NHK，またはNHKの
関連会社」，「民放，または民放の関連会
社」は，大きな差がなく得られたが，「独立
系番組制作会社，またはフリーランス」の回
答数がやや少なかった。 
大学生は，都内大学の学生（教養系学部1，

2年生）を対象とした。興味関心が特定の分野
に絞られないことから教養系学部を選び，専
門科目を履修する前の1，2年生を対象に実施
した。授業内容に「メディア」を含まない3つ
の授業で回答を依頼した。依頼した229名の
うち 9 3 人 から回答を得た（回答率は
40.6％）。平均年齢は18.7歳（SD = 0.80，
最小値18，最大値22）であった。回答数と全
体における割合を学年と性別によりクロス集
計した結果を表2に示す。 

2.2.　調査時期・方法 
調査は，2020年3月から5月にかけてインタ

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。匿名で
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の回答を原則とした。インターネット調査を
選択した理由は，1）いつでもどこでもだれで
も 手 軽 に 回 答 で き る こ と か ら （ 鈴 木 
2016），多忙と推測される番組制作者が回答
しやすいこと，2）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
をさらけ出せる番組制作者が非常に限られて
いるとされるが（長谷川 2014），インターネ
ット調査は匿名性が高く本音を引き出しやす
いこと（鈴木 2016），3）大学生に対する調
査では匿名性の高さから，成績への影響など
を意識した回答を抑えられることである。 
なお，番組制作者の中にインターネット経

由の回答が困難な対象者がいる可能性を考慮
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。番組制作者のうち，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
印刷した紙面に回答を記入し，郵送した回答

者が10名いた。 

2.3.　調査項目 
メディア・リテラシー教育が目指すのは，

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）。「メディア社会を健全なものに
したいと願い」は，「意識や態度」に関わる
ものであり，この「意識や態度」によって，
「参画する」という行動が生まれると考えら
れる。以上の理由により，テレビ・ドキュメ
ンタリーに対する「意識や態度」を調査する
ことを前提に調査項目を作成した。 
具体的な調査項目としては，メディア・リ

テラシーの構成要素における「リプレゼンテ
ーション」に関する意識や態度とした。リプ
レゼンテーションは，メディア教育を統合す
る中心的概念であり（Masterman 1989），
「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 
2006）と定義される。リプレゼンテーション
は，テレビ番組への批判で散見される「フェ
イクニュース」，「偏向報道」，「情報隠
蔽」などと密接な関係があると考えられるこ
とから，本調査の対象とした。 
Buckingham（2002）は，リプレゼンテー

̶ ̶17

表1　番組制作者の所属組織と年齢の割合（%）n = 101
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ションには，7つの構成要素（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）があるとす
る。村井・堀田（2021）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
た日本の書籍の記述から，Buck ingham 
（2002）が示した7つの構成要素に対応する
要素を抽出した。その結果，7つの構成要素の
うち，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つの構成要素と対応す
る記述が書籍から抽出された。本調査では，
この研究で抽出された記述に基づき，ドキュ
メンタリーに対する意識や態度を尋ねる質問
項目を作成した。 
調査項目は，7問31項目である（付録参

照）。質問項目はすべて，番組制作とはこう
いうものであるという回答者の主観的認識で
ある「意識」（似田貝 1994）を調べるもの
である。このうちQ4～Q7は，番組制作につ
いての評価を伴う意識である「態度」（アロ
ンソン，E. 1994）を尋ねる項目である。評価
を伴う意識である「態度」は，視聴者のマス
メディア不信と関連する可能性があることか
ら，本稿では，「意識」とは区別し，「態
度」と表記する。 
調査フォームの画面の一部を図1に示す。図

1の質問には，番組が伝えるものに対する考え
方として，「A.ありのままの現実を伝えるも
のだ」と「B.制作者が感じた世界を再構成し
たものだ」という2つの項目がある。回答者に

は，AとBそれぞれの項目に対して，当てはま
ると思う番組ジャンルを，「ニュース」，
「ニュース・ドキュメンタリー」，「その他
のドキュメンタリー」，「情報番組」の選択
肢からすべて選択してもらった。Q1～7のす
べての質問項目で同様の回答方法とした。回
答者には，各ジャンルの番組例（表3）を提示
し，質問に回答してもらった。 
なお，このように番組ジャンルごとに選択

肢を設ける方法は，Huang（1999）のドキュ
メンタリー写真の加工に対する容認度の調査
を参考にした。番組ジャンルの選択肢は，貝
谷（2005），および日本民間放送連盟
（1995）を参考に作成した。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」に分類している。
「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（日本民間放送連
盟 1995）。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放送文化研究所のドキュ
メンタリーに関する調査（朝日新聞社 1994）
では，海外の番組制作者に対して，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」という言葉
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図1　調査フォームの画面の一部

表3　選択肢の番組ジャンルと番組例



に変えて調査を行っている。これらを参考
に，本調査では，テレビ・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」に分類し，「ニュー
ス」，「情報番組」と合わせて4つの選択肢と
した。ドキュメンタリーの2つの番組ジャンル
に対する意識や態度について，「ニュース」
と「情報番組」という別の番組ジャンルに対
する意識や態度と比較しながら回答してもら
うことで，ドキュメンタリーに対する意識や
態度の特徴が明らかになると考えた。 

2.4.　分析方法 
分析では，各質問項目において，番組ジャ

ンルが選択された場合は，番組ジャンルが
「当てはまる」，番組ジャンルが選択されな
かった場合は，番組ジャンルが「当てはまら
ない」に分類し，データをカテゴリカルデー
タとして扱った。回答者の反応を二種類にコ
ーディングしたうえで，番組制作者と大学生
による回答に偏りがあるかどうかについて検
討するために2×2表に対するカイ二乗検定を
行った。分析には，IBM SPSS Statistics 
25（IBM 2017）を使用した。 

3.　結果 

各質問項目において，4つの番組ジャンルが
それぞれ「当てはまる」として選択された度
数と割合を表4～10に示す。分析に用いた回答
件数は，分析結果ごとに表中に示す。 
本研究が対象とする「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」
の2つの番組ジャンル両方において，番組制作
者と大学生の間で「当てはまる」とする回答
の偏りが有意であったのは，調査項目7問31
項目のうち5問10項目であり，「その他のド
キュメンタリー」のみに対して偏りが有意で
あったのは，2問6項目であった。偏りが有意
であったものすべてが，番組制作者のほうが
大学生よりも「当てはまる」とする回答が有
意に多かった。 
以下，番組制作者と大学生の間で偏りが有

意であった項目について番組ジャンルごとに
詳述する。「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」の2つの番組
ジャンルに共通する結果は，「ドキュメンタ
リー」と記す。 

3.1.　番組制作者が題材選択で考慮している
と思う項目 
表4は，番組制作者が題材を選ぶときに考慮

していると思う項目について尋ねた結果であ
る。太枠で囲った箇所は，本研究が対象とす
る「ドキュメンタリー」の2つの番組ジャンル
において，番組制作者と大学生の間で偏りが
有意であった項目および番組ジャンルであ
る。 
7項目のうち，番組制作者と大学生の間で，

「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」ともに偏りが有意であ
ったのは4項目であり，「その他のドキュメン
タリー」のみで偏りが有意であったのは1項目
であった。具体的には，「ドキュメンタリ
ー」の題材選びで考慮していると思う項目
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」，「物語性や人間ドラマ」
が「当てはまる」とする回答が有意に多かっ
た。さらに「その他のドキュメンタリー」に
対して，番組制作者が大学生よりも「映像で
表現しやすい」が「当てはまる」とする回答
が有意に多かった。 

3.2.　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 
表5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。7項目のうち，番組制作者と大学生
の間で，「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」ともに偏りが
有意であったのは2項目であり，「その他のド
キュメンタリー」のみで偏りが有意であった
のは1項目であった。 
具体的には，「ドキュメンタリー」で何か

の題材を放送しない理由は，番組制作者が大
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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が「当てはまる」

とする回答が有意に多かった。さらに，「そ
の他のドキュメンタリー」に対して，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」が「当てはまる」とする回答が有
意に多かった。 
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表4　番組制作者が題材選択で考慮している
と思う項目

表5　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



「番組制作者が題材選択で考慮していると
思う項目」（表4）よりも，偏りが有意な項目
数が少なかった。 

3.3.　番組が伝える現実 
表6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」に対し

て番組制作者が大学生よりも「再構成したも
の」が「当てはまる」とする回答が有意に多
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表6　番組が伝える現実

表7　制作者の存在の見せ方

表8　公平・中立に対する考え方

表9　取材対象者に対する制作者のあり方



かった。 

3.4.　番組制作者の存在の見せ方 
表7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」に対して，番
組制作者が大学生よりも「わかるようにする
べき」が「当てはまる」とする回答が有意に
多かった。 

3.5.　公平・中立に対する考え方 
表8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。「ドキュメンタリ
ー」に対して，番組制作者が大学生よりも
「公平・中立は難しい」が「当てはまる」と
する回答が有意に多かった。 

3.6.　取材対象者に対する番組制作者のあり方 
表9は，「カメラを意識しない表情をねらう

べき」か「取材対象者へのはたらきかけで現
実や真実が伝えられることがある」か，とい
う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。「ドキュメンタリー」
に対して，番組制作者が大学生よりも「取材
対象者へのはたらきかけで現実や真実が伝え
られることがある」が「当てはまる」とする
回答が有意に多かった。 

3.7.　取材対象者へのはたらきかけを行う撮
影手法の容認度 
表10は，番組制作者が取材対象者へのはた

らきかけを行う8つの撮影手法（表11）につ
いて，一般的に認められるべきケースがある
と思うかどうかを尋ねた結果である。表10の
項目の表記は，表11の再右欄にある略語での
表記とした。8項目のうち，番組制作者と大学
生の間で，「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」ともに偏り
が有意であったのは3項目であり，「その他の
ドキュメンタリー」のみで偏りが有意であっ

たのは1項目であった。 
具体的には，「ドキュメンタリー」に対し

て，番組制作者が大学生よりも「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）」，「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（状況設
定）」の3つの手法を容認する回答が有意に多
かった。さらに「その他のドキュメンタリ
ー」に対して，番組作者が大学生よりも「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）」を容認
する回答が有意に多かった。 
「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（状況設定）」は，そ
の他のドキュメンタリーでは，8割以上の番組
制作者が容認する一方で，大学生の3割近く
が，「認められるべき番組がない」と回答し
ており，番組制作者と大学生との間の偏りが
大きかった。 

4.　考察 

本調査により，テレビ・ドキュメンタリー
の番組制作者と大学生の意識や態度の違いが
具体的に示された。この結果は，テレビ・ド
キュメンタリーに関して，番組制作者と視聴
者の間に意識や態度の違いがあるのではない
かという指摘（例えば，佐藤 1994）を裏づ
けるものとなった。また本調査結果は，放送
事業者の青少年向けの取り組みや，学校教育
におけるテレビ・ドキュメンタリーのリテラ
シー育成の際に有用な知見となることが期待
される。 
本調査で偏りが有意であった項目はいずれ

も，番組制作者が大学生よりも「当てはま
る」とする回答が有意に多かった。番組制作
者が大学生よりも「当てはまる」とする回答
が多かった理由としては，番組制作者は自ら
の経験から，質問に対してより明確な意識や
態度で回答をしていることが考えられる。こ
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表10　取材対象者へのはたらきかけを行う撮影手法の容認度

表11　取材対象者にはたらきかけを行う撮影手法



のように経験による回答傾向の違いはあるも
のの，番組制作者と大学生の間には，偏りが
有意である項目とない項目があった。このこ
とから，番組制作者と大学生の間には，意識
や態度の違いが顕著な項目と顕著でない項目
があるといえる。 
「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」を比較すると，「そ
の他のドキュメンタリー」のみで，番組制作
者と大学生の意識や態度に違いのある項目も
確認された。このことから，テレビ・ドキュ
メンタリーのリテラシー育成においては，テ
レビ・ドキュメンタリーにおける番組ジャン
ルの違いを明確にして教育を行う必要がある
場合があるといえる。 
以下，5つの観点から，テレビ・ドキュメン

タリーのリテラシー育成において重点を置く
べき点について考察を行う。 

4.1.　メディア・リテラシーの基本概念の理解 
「番組が伝える現実はありのままの現実で

はなく，再構成したものだ」（表6）は，メデ
ィアは構成され，コード化された表現である
という，メディア・リテラシーの基本概念
（Masterman 1989）と対応した項目であ
る。本調査結果では，大学生の「当てはま
る」とする回答が制作者よりも有意に少なか
ったことから，メディア・リテラシーの基本
概念に対する理解が，番組制作者に比べて大
学生が低いことが示唆された。このことか
ら，テレビ・ドキュメンタリーのリテラシー
育成のためには，メディア・リテラシーの基
本概念を理解させることが重要といえる。 

4.2.　ニュースとの類似点に関する理解 
Fuller（1966）は，ニュースの定義を「あ

る報道機関の受け手にとって重要であるか，
あるいは関心が高い出来事について，報道機
関が新たに知り得たことの報告である」とし
ている。本調査における「番組制作者が題材
選択で考慮していると思う項目」（表4）で，
番組制作者と大学生との比較において番組制
作者の回答が大学生よりも有意に多かった

「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」の3項目の内
容は，ニュースの定義と重なる内容であっ
た。この3項目は，「ニュース」に対しても番
組制作者が「当てはまる」とする回答の割合
が多かった。以上により，番組制作者は大学
生よりもテレビ・ドキュメンタリーを，ニュ
ースと類似したジャンルと捉える傾向がある
といえる。 
小学校学習指導要領の社会では，放送や新

聞などの産業の国民生活に対する影響や，送
り手の工夫や努力を理解することが示されて
おり（文部科学省 2017a），教科書にはテレ
ビ・ニュースの影響力や制作過程について掲
載されている（例えば，北ほか 2019）。この
単元の学習内容が，テレビ・ドキュメンタリ
ーに対しても一部当てはまることを児童に理
解させることで，テレビ・ドキュメンタリー
に対する理解が深まる可能性がある。 

4.3.　公平・中立を実現する手順の難しさに
関する理解 
「公平・中立に対する考え方」（表8）に関

して，番組制作者が大学生よりも「公平・中
立は難しい」と考える傾向があった。 
公平・中立に関しては，放送事業者は，放

送法第1章第1条で「不偏不党」が定められ，
第2章第4条で「政治的に公平であること」が
定められている（総務省 2019）。またNHK
は，個々のニュースや番組の中で公平性を確
保できないときに，同一シリーズ内など，放
送全体で公平性を確保する方針を示している
（NHK 2020）。一方で，公平・中立は，何
が放送法上の公平かが曖昧であり，議論の余
地があることが指摘されてきた（例えば，原 
1997）。番組制作者が大学生よりも「公平・
中立は難しい」と考える傾向があったこと
は，公平・中立を実現する具体的な手順の難
しさを感じていることが考えられる。 
以上のことから，テレビ・ドキュメンタリ

ーのリテラシー育成において，公平・中立を
実現する手順の難しさについて扱うことが重
要といえる。 
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4.4.　番組制作者と取材対象者の関係に関す
る理解 
本調査では，番組制作者と取材対象者の関

係に関する項目の多くで，番組制作者と大学
生の意識や態度の違いが見られた。 
具体的には，「ドキュメンタリー」に対し

て，番組制作者が大学生よりも，1）「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，「取材対象者の取材・撮影
拒否」や「取材対象者への影響に対する配
慮」があると意識する傾向があり（表5），
2）取材対象者へのはたらきかけで現実や真実
が伝えられることがあると考える傾向があっ
た（表9）。3）「取材対象者へのはたらきか
けを行う撮影手法の容認度」（表10）では，
「ドキュメンタリー」に対して，8項目中3項
目（「その他のドキュメンタリー」に対して
は4項目）で，番組制作者と大学生の間で回答
の偏りが有意であり，番組制作者のほうが大
学生よりも撮影手法を容認する傾向があっ
た。 
取材対象者にはたらきかけを行う撮影手法

には，前述のNHKのドキュメンタリー番組で
「やらせ」として批判の対象となったものも
含まれる。「やらせ」は，情報学辞典では
「テレビ番組の制作過程において，制作者と
取材対象者による事前打ち合わせや，制作者
による指示などをもとに収録されたにもかか
わらず，被写体による自発的な行為や自然な
動きとして番組を進行・放送すること」と定
義されている（音 2002）。本調査において視
聴者として調査をした対象は大学生のみであ
ったが，番組制作者のほうが大学生よりも容
認する傾向が見られたのは，「やらせ」批判
の背景に，取材対象者へのはたらきかけを行
う撮影手法に対する容認度の違いがある可能
性が示唆された。 
ただし本調査結果では，番組制作者と大学

生の間で容認度の回答の偏りが有意であった
撮影手法と，有意でなかった撮影手法があっ
た。例えば，「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）」や

「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）」など，普
段起こりうることを再現する手法は，偏りが
有意でなかった。一方，「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）」や「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）」な
ど，番組制作者がはたらきかけをすることで
初めて生じる事象を撮影することに関しては
大学生の回答が有意に少なく，大学生は番組
制作者と比べて容認しない傾向があることが
わかった。 
「取材対象者へのはたらきかけで現実や真

実が伝えられる」（表9）という考え方は，映
画史におけるシネマ・ヴェリテという運動に
特徴的な考え方である。一方，「カメラを意
識しない表情を撮影するべき」という考え方
は，映画史におけるダイレクト・シネマとい
う運動に特徴的な考え方である（岡村 
2003）。 
イギリスのメディア教育の教師向けの指導

書には，メディア教育で扱うべき項目とし
て，シネマ・ヴェリテやダイレクト・シネマ
などのドキュメンタリーの思想やそれに基づ
くドキュメンタリーの分類が詳述されている
（例えば，Benyahia 2008，Branston and 
Stafford 2010，Lewis 2008，Martin 
2000）。我が国においても，ドキュメンタリ
ーの思想やそれに基づくドキュメンタリーの
分類について扱うことが，テレビ・ドキュメ
ンタリーの理解の一助となる可能性がある。 

4.5.　表現手法に関する理解 
「番組制作者が題材選択で考慮していると

思う項目」（表4）では，番組制作者が大学生
よりも，「ドキュメンタリー」に対して「物
語性や人間ドラマ」が「当てはまる」とする
回答が有意に多かった。また，「その他のド
キュメンタリー」に対して，「映像で表現し
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やすい」が「当てはまる」とする回答が有意
に多かった。これらの結果から，表現手法に
ついても扱うことが，テレビ・ドキュメンタ
リーのリテラシー育成において重要であると
いえる。 
元NHKの番組制作者である山登（2000）

は，テレビ・ドキュメンタリーの「物語」と
は，「素材を一つの流れ，または一つの秩序
に基づいて並べ替える」ことであるとする。
その上で，「三段形式（序論―本論―結
論）」，「四段形式（起承転結）」を例に挙
げ，テレビ・ドキュメンタリーの構成を説明
する。このことから，番組制作者は文章の構
成と同様の技法をテレビ・ドキュメンタリー
の構成にも使用しており，それを「物語」と
表現していることが示唆される。また，山登
（2000）は「映像で表現しやすい」ことにつ
いて，「（主人公に当たる）人物を取り巻く
状況が動いている」ことを挙げる。 
本調査では，「物語性や人間ドラマ」「映

像で表現しやすい」ともに，「題材選択」に
おいて意識されていることを尋ねる項目に含
まれている。このことから，テレビ・ドキュ
メンタリーのリテラシー育成において，「物
語性や人間ドラマ」，「映像で表現しやす
い」ことが，番組を構成する段階だけでな
く，「題材選択」において意識されているこ
とを扱うことが重要であるといえる。 

5.　まとめ 
5.1.　結論 
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（リプレゼンテーショ
ン）するかに関して，番組制作者と大学生の
意識や態度の違いを調査により明らかにし，
テレビ・ドキュメンタリーのリテラシーを育
成する際に重視すべき点について検討を行っ
た。 
その結果，番組制作者は大学生よりも，テ

レビ・ドキュメンタリーについて，1）取材す
る題材選びで視聴者や物語性が考慮され，2）
何かの題材を放送しないのは取材対象者との
関係が影響しているという意識が高く，3）現

実を再構成したものであり，公平・中立は難
しいという意識も高く，4）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
ることが明らかになった。 
これらの結果から，テレビ・ドキュメンタ

リーのリテラシー育成のためには，メディア
は現実を再構成しているというメディア・リ
テラシーの基本的概念，ニュースとの類似
点，公平・中立を実現する手順の難しさ，番
組制作者と取材対象者の関係，表現手法の５
つの点について理解を促すことが重要である
ことが示唆された。また，テレビ・ドキュメ
ンタリーの種類の違いを明確にして扱うべき
題材があることも示唆された。 
本研究では，番組制作者と大学生の意識や

態度が異なる項目について，視聴者側である
大学生のテレビ・ドキュメンタリーのリテラ
シーを育成する観点から検討を行った。しか
し，前述のとおり，番組制作者と視聴者のギ
ャップの解消のためには，視聴者がメディ
ア・リテラシーを向上させるだけでなく，そ
のことによって，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（郵政
省 2000）。これは，視聴者がテレビや番組
制作者の現状を理解するというだけではな
く，制作者側も，視聴者の意識や態度を理解
し，自らの意識や態度について常に内省する
必要があるということであろう。本調査結果
において意識や態度の異なる項目について，
視聴者，番組制作者それぞれが認識し，より
よいテレビのあり方を共に考えていくことが
求められているといえる。 

5.2.　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

て述べる。まずは，本研究の限界についてで
ある。本調査では，番組制作者には，機縁法
で回答の依頼をしており，大学生には，特定
の大学で回答の依頼をしている。番組制作者
は対象者の年齢や所属が均等になるよう努力
し，大学生は，興味関心が特定の分野に偏ら
ない教養系学部で依頼をするなど工夫をした
が，十分に適切なサンプリングであったとは
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いえない。また，番組制作者，大学生共に調
査内容に対して意識が高い人が回答した可能
性も高い。これらのことから，本調査結果の
過度な一般化は避けなければならないと考え
ている。 
続いて，今後の課題を3点述べる。1点目

は，大学生がどのような情報源（例えば，授
業やインターネットなど）から得た知識を参
考に回答をしたかに関する分析である。その
分析を行うことで，大学生の意識や態度の形
成に影響を及ぼす情報源が特定できる可能性
がある。 
2点目は，番組制作者間の意識や態度の違い

についての分析である。本調査では，番組制
作者間で回答が分かれる項目が多く見られ
た。このことから，番組制作者間でも意識や
態度の違いがあることが読み取れる。番組制
作者間の意識や態度の違いと関連する要因
（例えば，年齢や経験など）についても分析
が必要であると考えている。 
3点目は，マスメディア不信との関係であ

る。メディア・リテラシー教育は，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
てることが目標とされる（堀田 2004，水越 
2002）。テレビは，マスメディアの中でも影
響力が大きいとされるが，メディア・リテラ
シーに関してより理解している学生はテレビ
に対する不信感が低いかどうかについては，
本調査では明らかにすることができなかっ
た。また，これまでに十分な研究も行われて
いない。今後の研究課題の一つと考えてい
る。 
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Research on Differences Between Program Directors’ and  
University Students’ Consciousness and Attitudes  

Toward Television Documentaries 

MURAI, Asuka (Graduate School of Information Sciences,  
                       Tohoku University) 
UJIHASHI, Yuji (NHK Broadcasting Culture Research Institute) 
ASAI, Akiko (College of Arts and Sciences, J.F.Oberlin University) 
SAITO, Ryo (Miyagi University of Education) 
HORITA, Tatsuya (Graduate School of Information Sciences,  
                           Tohoku University) 

This study conducted an internet survey to clarify the differences in program 
directors’ and university students’ consciousness and attitudes toward how television 
documentaries represent the world. The data shows that program directors are more 
conscious of TV documentaries than university students, in that 1) audiences and 
narratives are taken into consideration when selecting the material to be filmed, and 2) the 
filming target influences their decision to broadcast. Program directors, unlike university 
students, have a tendency to 3) think that equity and neutrality are difficult to implement, 
and 4) accept the shooting method with which directors intervene when filming. These 
findings imply that, in order to foster literacy in television documentaries, it is important 
to: understand that documentaries represent the world, and further, understanding its 
similarity to news, the difficulty of fairness and neutrality, the relationship between the 
program director and the filming target, and the methods of expression. 

Key words: Television documentary, Television director, University students, Media 
literacy, Representation
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