
地域調査報告　1767－761995

長野県におけるテレビ放送局を中心とする情報の地域構造

草原　輝

I　はじめに

　私たちが日常受けている情報1）は，その手段，

量，内容ともに多岐にわたっている。また，私た

ちはその情報を駆使して生活に役立てている。し

たがって，情報は日常生活に欠かせないものと

なっている。

　本稿は，情報が私たちにどれほどの影響を与え

ているかを考察する前段階として，民間のテレビ

放送局2）を取り上げ，その情報地域構造を検討す

る。民間放送局を取り上げる理由は，コマーシャ

ルを通じて他の地域と結びつきを知ることができ

るからである。研究対象の放送局としては，長野

県松本市に本社をおくA社を選択した。その理

由は，通常，県庁所在地に立地することの多い民

間放送局が，県庁所在地である長野市ではなく松

本市に存在していたためである。

　以下本稿では，第1章でA社の設立過程を，

第皿章でA社の情報地域構造を述べることにす
る。

皿　長野県における放送局

　皿一1　長野県における放送局の立地

　長野県には民間のテレビ放送局4社（うち1社

はAMlラジオ局併設），FMラジオ局1社，NHK

1局計6つの放送局がある。NHKヱ局と民間の

テレビ放送局3社は長野市に，本研究対象である

A社とFMラジオ局は松本市に立地している。

　長野県で最初に設立された民間放送局は，長野

市に本杜をおくB社である。B社はユ951年10月18

日にラジオ放送の予備免許を取得し，翌年3月25

日に開局している。同社のテレビ放送は，1958年

3月14日に予備免許を取得し，同年！0月25日に放

送を開始した。2番目に設立されたのは長野市に

本社をおくC社である。C社には！967年11月1日

に予備免許が交付され，1969年4月1日が開局日

であった。A社は1979年10月30日に予備免許を取

得し、翌年！0月1日に開局している。松本市に本

社をおくFMラジオ局は，1987年9月21日に予備

免許を得て，翌年10月1日に開局している。4番

目の民間テレビ局であるD社は長野市にある。D

社は1989年9月26日に予備免許を取得の後，1991

年4月1日に開局している。

　皿一2　A社設立の経緯

　放送局の設立は，一般に第1図に示した流れに

沿って行われる。放送局設立の要請は経済界，商

工会議所，経営者協会によって行われることが多

い。その要請は県によってまとめられ，電気通信

監理局に集められる。電気通信監理局は，新しい

放送局の設立が可能かどうか調査を行う。この調

査は民力調査と呼ばれ，地区（多くは都遭府県単

位）の人口や経済の状況などが調べられる。民力

調査の結果，電気通信監理局が新しい放送局の設

立が可能だと判断すると，要請は郵政省に送られ

る。郵政省は，当該地域に割り当て可能な周波数

があるかどうかを検討の後，割り当てが可能なら

ば周波数表を作成する。そしてこの周波数表は，

郵政大臣の諮問機関である電波管理審議会に送ら

れる。電気通信監理局は，電波管理審議会の答申
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経済界・商工会議所・

経営者協会による

放送局設立の要請
　　　　↓

県庁による取りまとめ
　　　　↓

信越電気通信監理局
（電監）による経済・

人口などの民力調査
　　　　↓

郵政省による

周波数の割り当て

周波数表の作成
　　　　↓

電波管理審議会
　　　　↓

電監による電波法第6条
に基づく無線局免許

申請受け付け開始

　　　　↓

申請受け付け締切り
（申請総数499）

　　　　↓

申請取り下げ願い提出

による調整

　　　　↓

A社による無線局免許

申請提出

　　　　喜

電監による

無線局免許申請受理

　　　　↓

電波管理審議会
　　　　↓

A杜に予備免許交付
　　　　↓

A杜開局

注）左側の数字は年月日を，右側は主な出来事を表す．

第1図 A社の設立過程（1994年6月）
（現地調査により作成）．

を受けた後，無線局免許申請の受け付けを開始す

る。無線局免許の申請は電波法第6条に基づいて

行われる。受け付けが締め切られると，電気通信

監理局は申請の調整を始める。調整は，各申請者

が申請取り下げ願いを提出するという形で行わ

れ，全申請者が取り下げ願いを提出するまで行わ

れる。したがって，申請者は一度ゼロになる。そ

の後，一人の申請者により改めて無線局免許申請

が提出される。この申請を電気通信監理局が受理

し，申請書は再び電波管理審議会に送られた後，

申請者に予備免許が交付される。そして開局とな

る。

　以上が放送局設立の一般的経緯であるが，これ

にA杜の場合をあてはめると次のようになる。

放送局設立の要請から民力調査までの期間は不明

である。1973年10月9日に周波数の割り当てが行

われている。無線局免許の申請受け付けはユ975年

9月22日から行われ，翌年10月22日に締め切られ

た。この13か月の問に申請数は499件であった。

その後調整が行われ，1979年2月2畑にはほぼ

100％の申請取り下げ願いが提出された。1979年

8月13日，A社は無線局免許申請を提出し，翌日，

信越電気通信監理局はこの申請を受理した。1979

年10月25日，信越電気通信監理局は電波管理審議

会に申請を提出し，10月30日に答申があった。同

日付けでA社に予備免許が交付され，1980年！0

月ヱ日にA社は開局した。

　A社開局までは，周波数の割り当てから7年の

歳月が経過している。これは無線局免許申請数が

499件と多く，調整が難航したためであると考え

られる3）。その調整に際しては，県が深く関わっ

たとされており，事実，A社の初代社長には当時

の県の前出納長が就任している。

　放送局設立には，信越電気通信監理局によれば

三つの条件があるという。一つめは，地元住民の

「番組がもっと見たい」という要望と，郵政省の

「番組をもっと見せたい」という要望が存在する

ことである。二つめは新しく放送局を設立した場

合，放送局として会社の経営が成り立たねばなら

ないことである。三つめは周波数の割り当てがあ

ることである。これらの三条件がそろえば，放送

局はどこであろうとも設立される。

　このことから，長野県第3の民間のテレビ放送

局が，長野市ではなく松本市に立地した理由は，

放送局設立の要請が，松本市の経済界，商工会議

所，経営者協会などによって行われたためと考え

られる。その背景には，長野県の歴史的特性が関

わっていると推察される。
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皿　A社放送局におけるコマーシャルの地域構造

　A社放送局における情報構造を把握するため

に，コマーシャル（以下CMとする）の分析を行っ

た。CMを分析対象とするのは，その広告主に地

域的な差異がみられるからである。分析対象期閻

は1994年7月25日の月曜日から7月31日の日曜日

までの一週問である。この期間を選択したのは，

あらゆる番組が一週間を単位としてほぼ出尽くす

ことと，一週間のうちで月変わりのないこと，

CM出稿量が比較的多い時期でもあることによ
る。

　盟一1　放送時間とCM

　第1表は，A社における放送時間，CM本数，

CM1率を示したものである。A社の番組表4）によ

れば，一日の放送時間は，月曜日から木曜日まで

は6：00から翌日の1：25まで，金曜日は6：OO

から翌日の2：20まで，土曜日は6：00から翌日

の2：35まで，日曜日は6：OOから翌日のユ：30

までである。したがって，放送時間は月曜日から

木曜日までは19時聞25分，金曜日は20時間20分，

土曜日は20時間35分，日曜日は19時間30分となる。

第1表では，火曜日の放送時問が／9時間55分と通

常より30分長くなっているが，これはプロ野球の

申継が30分延長されたためである。このため，A

社における調査期間内の放送時間は，138時聞35

分になった。

　CM本数は，月曜日713，火曜日733，水曜日737，

木曜日730，金曜日724，土曜日726，日曜日724で

あり，曜日によって若干の変動はあるものの，ほ

ぼ一定である。CM放送時間は，月曜日から日曜

日まで3時間30分台である。また，CM本数，

CM放送時間から算出されたCM率は，調査期間

の平均で18．1％であった。日本民間放送連盟放送

基準5）によると，r一週問のコマーシャル総量は，

案内コマーシャル6）を含めて，総放送時間の18％

以内とする。7）」（「　　」は筆者）とある。し

かし，「この規定に罰則はなく，また監視機関も

ないので，すべては各社の自主規制としてその良

心にまかせ8）」られている。これらから，一日の

CM本数およびC　M放送時間は，放送時間にかか

わらずほぼ一定であり，したがって，一週間の

CM率も一定となる。

　皿一2　広告主

　（1）広告主の分布

　第2図は，広告主9）の分布10）を示したものであ

る。広告主は，北海道，東北地方を除いて分布し

ているが，長野近隣県に偏っている。広告主の分

布は，都道府県別では，東京都が196と卓越して

おり全体の約4割を占めている。続いて長野県

第1表A社における放送時間およびCM本数・CM率（1994年）

~( ~ ~#~t- rF~~ CM ~C~'=~ CM h-~~~R#jr~~ CM "*~~--"'< ( % ) 

7 )~ 25 E l 9R# f*~25'JJ,-~ 713 3B# r~~38/)!1~~05~/J 18 . 7 

7 )~ 26 ~ 19B~~~rP~~551)~1~~ 733 3Mt~ri~~35/JJ~55~')J' 18,l 

7 ~ 27 ~ 19E#f r*~25'JJ+ 737 3M~~~r~*]34/7;I~30~/J l 8 . 4 

7 )~ 28~ 19R~r~~25'7:+] 730 3~~~r~ r~1~ 32/7~¥J Oor~lJ 18.2 

7 )~ 29 ~ 20H~t+* f~~20171~ 724 3n~~- r~~~ 37/7]~37~,)i- 17.8 

7 )~ 30 n 20R# f~~35/JJ'~:~ 726 3R~~r~ r~~331)¥] 35~/i 17 . 3 

7 )S31 ~ 19B#!P~~35'JJ-¥ 724 3M~f#+ f~~37/77:~05~/J 18 . 6 

A ~~ '*'--***t ~:~ Fl l 38E#~t- r~~~35)7 l ~, 5077 25R~r~d~fl~~ 8/77~50~y'i. l 8 . l 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A社番組表，A社資料により作成）

注）放送終了時刻の分秒は把握できなかったため，放送時間はA社番組表よりわかる部分のみ

　　示した。7月25日から7月29日まで（平日）の放送開始時刻は，5時59分30秒である。（テ

　　ストパターン含まず）．
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a）長野県内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b）長野県外

　　　第2図　A社のCMにおける広告主の分布（1994年7月）

　　　　（ζタウンページ』新ハローぺ一ジ』各地域版，ゼ会杜総鑑』

　　　　『会社年鑑』により作成）

193，大阪府36，愛知県23である。東京都，大阪府，

愛知県をあわせると全体の約5割を占めている。

また長野県内では，長野市87，松本市31，上田市

9，飯田市7，諏訪市5，伊那市5となり，長野，

松本両市で長野県全体の広告主の約6割を占め

た。

　（2）A社と広告主との結節構造

　A社には，5つの支社と4つの営業所が存在す

る。支社は，松本市の本社内に中南信支社，長野

市の放送センター内に長野支社，その他東京，大

阪，名古屋にある。営業所は上田，諏訪，伊那，

飯田にある。聞き取りによれば，支社には営業担

当者しかいないため，ここでは支社と営業所を同

等に扱う。

　第3図は，A社の支社，営業所と広告主との結

節構造を示したものである。第3図a）～c）に

よれば各支社は東京，大阪，名古屋ともに，各都

府県内に所在する広告主との結びつきが強い。東

京支社では，181（64％）の広告主が都内に所在

をおいている。大阪支社では府内に28（47％），

名古屋支社では県内に16（44％）である。また東一

京支社は，大阪府内に所在をおく広告主との結び

つきも50（18％）あり，東京都，大阪府で281（82％）

を占める。同様に大阪支社は，東京都との結びつ

きが25（42％）あり，大阪府，東京都で53（89％）

を占める。名古屋支社は，東京都との結びつきが

10（28％）あり，愛知県，東京都で26（72％）を

占める。

　東京都，大阪府，愛知県所在の広告主と長野県

内の各支社，営業所との結びつきは，東京都は長

野17、申南信14，上田6，諏訪3，飯田1であり，

大阪府は長野4，中南信1，上日］！，愛知県は長

野2，飯田2，上田！，伊那1であった。この結

果，3都府県とも長野支社との結びつきが強く，

愛知県を除くと中南信支社，上田営業所との結び

つきも存在する。愛知県では，中南信支社の代わ
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e）長野県内所在の広告主との結節構造

　一支社・営業所の所在しない市町村における広告主

　との結節構造一

f）a）～e）以外の県所在の広告主との結節構造

第3図　A杜の支社・営業所と広告主の結節構造（1994年7月）

　　　（『タウンページ3『ハローぺ一ジ』各地域版，桧社総鑑3
　　　『会社年鑑』により作成）

りに飯田，伊那といった愛知県に近い営業所との

結びつきがみられる。

　第3図d）～e）は，長野県内に所在する広告

主と長野県内の各支社，営業所との結びつきを示

したものである。広告主は，各支社，営業所のあ

る市である長野，松本，上田，諏訪，伊那，飯田

に多い。その他の市町村では，広告主は塩尻市，

穂高町が各4件，小布施町，上山田町，辰野町，

坂城町，軽井沢町が各3件あるほかは，1あるい

は2件である。各支社，営業所が存在する市に所

在しない広告主と各支社，営業所との結節総数は、

長野ユ9，中南信20，上田8，諏訪4，伊那1，飯

田1であり，長野支社と中南信支社とが相半ばし

ている。各支社，営業所と広告主との結びつきの

範囲は，長野支社が，飯田市，山形村除くと飯山

市から佐久市にかけての長野県北東部，中南信支

社が，上田市，佐久市を除くと小谷村から王滝村

にかけての長野県西部である。上田営業所は，北

は坂城町，南は丸子町，立科町，佐久市を含む地

域，諏訪営業所は，上田市を除くと岡谷市，辰野

町，富士見町，茅野市を含む地域との結びつきが

みられる。一方，伊那営業所は岡谷市と，飯田営

業所は駒ヶ根市との結びつきがあるのみである。

　したがって，各支社，営業所は広告主との地域

的結びつきに関し一定の範囲を持つこと，各支社，

営業所別では，広告主は長野支社，中南信支社と
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の結びつきが強く，伊那，飯田といった長野県南

部の営業所とは結びつきが弱いことがわかった。

　第3図f）は，支社，営業所を持たない府県に

所在する広告主と各支社，営業所との結びつきを

示したものである。東京，大阪，名古屋の各支社

と結びつきがある広告主のうち，静岡県内の広告

主は名古屋支杜と，兵庫県内の広告主は大阪支社

との結びつきが強い。京都府内の広告主も大阪支

社との結びつきが強いが，東京支社と大阪支社と

の差はわずか1件にすぎない。その他の県に所在

する広告主は，東京支社との結びつきが比較的強

く，この傾向は長野県以東の県で顕著である。長

野県以西の府県に所在する広告主でも東京支社と

の結びつきは存在するが，山口県，宮崎県をはじ

めとして大阪支社との結びつきが顕著にみられ

る。

　一方，長野県内の各支社，営業所との結びつき

は，山梨県の広告主は諏訪営業所と，群馬県の広

告主は上田営業所との結びつきがあるが，その他

の府県では長野支社との結びつきが非常に強い。

申南信支社との結びつきは，富山県，埼玉県，山

梨県に所在する広告主だけである。

　したがって，長野県外に所在する広告主は，全

般的には東京支杜との結びつきが強く，長野県以

東では東京支社と長野県以西では大阪支社との結

びつきが強い。また，長野県内の支杜，営業所と

の結びつきでは長野支社が突出していることがわ

かった。

　（3）．広告主の業種構成

　第2表は広告主を産業別に分類し，CM放送時

間をもちいて，その構成の割合を示したものであ

る。産業分類を行う際，原則的には日本標準産業

分類にしたがった。全体では，CM放送時問の割

合が最も多かったのは製造業の45．9％であり，続

いて卸り」・売業の15．7％，サービス業の！1．9％で

ある。製造業のうち化学工業は全体の18．9％を占

めた。一方，長野県内ではA社関係が29．1％と多

く，続いてサービス業22，1％，卸・小売業19．5％

となっている。全体で第ユ位の製造業は4．2％と

その割合は低い。

第2表A社のCMにおける産業別広
　　　　告主の割合（1994年7月）

　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

全体 長野県

農林水産業
凹 …

鉱業 O．O O．O

建設業 O．9 至．7

製造業 45．9 4．2

うち化学工業 18．3 O．7

卸・小売業 ユ5．7 ！9，5

量販店 6．8 11．1

サービス業 11．9 22．1

宿泊 2．6 7．8

旅行 O．2 O．6

教育 O．5 O．O

冠婚葬祭 1．1 2．O

美容室 010 O．1

飲食 1．6 O．8

娯楽 3．9 5．1

その他サービス 2．1 5．6

商杜 O．1 O．3

不動産 O．2 O．5

金融・保険 3．8 ユ．O

運輸・通信 1．7 1．2

電気・ガス・石油 2．4 O．O

公官庁・団体 1．6 2．4

A杜関係 9．1 29．1

その他 6．6 ユ8．O

合計 ユ00．O ユOO．O

　　　　　　　　　（A社資料により作成）

注）全体とはA社のCMに表れた全広告主を，

　　長野県とは長野県内所在の広告主を表す．

　長野県の産業構成を考慮する必要はあるが，製

品のCMは，製造業者の本社がある東京都，大阪

府，愛知県所在の広告主によって提供され，一方，

販売のCMは，長野県内の卸・小売店によって提

供されるという地域の構造をみることができる。

　皿一3　C繍に表れた地域

　この節では，CMlに表れた地域について論じる。

具体的には，CMで表現された事項のうち，広告

主の所在を認識できる明確な指標として地名・住

所（郵便番号），電話番号11）を用い，私たちが
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CMから認識できる地域を抽出する。地名。住所

（郵便番号），電話番号を選択したのは，地域を

認識する際，それらが最もよい事項であるからで

ある。また，CMにおいて，撮影された地域を限

定することが一般に困難であることもその理由に

挙げられる。

　地名・住所（郵便番号），電話番号がどのよう

な形式で伝達されているかを把握するため，テレ

ビ放送の特徴のうち，映像による情報伝達および

音声による情報伝達の2つを取り上げ集計を行っ

た。

　集計の結果，109の広告主のCMで地名・住所

（郵便番号），電話番号が表れており，長野県内

の広告主は89件，長野県外の広告主は20件であっ

た。第4図は，CMに表れた地域を伝達方法別に

キ　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　野択趨璃榑

伝逮

．鰯竈薮赤

a）長野県内

示したものである。長野県内では，長野市の広告

主を認識できる割合が高く，42件，長野県全体の

47％を占めている。続いて，松本市の12件（13％），

伊那市の5件（6％）となっている。伊那市の広

告主は5件だったため，伊那市では全広告主の

CMがその所在地を認識できる事項を持っている

ことになる。さらに，上山田町でも全広告主の

CMlが所在地を認識できる事項を持っている。長

野県以外では，静岡県の広告主の所在地を認識で

きる割合が高く，6件，長野県外全体の30％を占

めている。続いて新潟県、東京都の3件（15％）

となっている。愛知県は1件，大阪府ぽO件であっ

た。

　したがって，CMに表れた地域については次の

ことがいえる。長野県内ではCMに表れた地域は

広告主の数にある程度したがっている。しかし伊

那市，上山田町などでは全広告主のCMが所在地

を認識できる事項を持っており，その他の市町村

でもその事項を持っている割合が高い。長野県外

上、

○汐 〆

b）長野県外

第4図　A社のCMに表れた地域（1994年7月）

（8タウンページ』『ハローぺ一ジ』各地域版，『会杜総鑑』

『会社年鑑』により作成）
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で所在地を認識できる事項を持った広告主のCM1

割合は，東京都，大阪府，愛知県といった広告主

の多い都府県で極端に低かった。

v　むすび

　本稿は，民問のテレビ放送局から発する情報の

地域構造を，CMの分析を通じて論じてきた。明

らかになった点をまとめると，以下のようになる。

　放送局は，地元住民・郵政省の放送局設立の要

望，新設放送局の経営の成立，周波数の割り当て

の3点がそろえば設立される。したがってA社

が松本市に設立された理由は，放送局を松本市に

設立したいという要望が存在したためである。

　A社におけるCM1の分析では，CM本数，CM1

時間は，放送時間の長短にかかわらずほぼ一定で

あった。これは放送基準に定められた一週問の総

CM量の規制があるためである。

　広告主は，東京都・大阪府・愛知県所在者の割

合が5割以上を占め，長野県内では長野市，松本

市所在者が6割以上を占めた。すなわち，広告主

は大都市に所在する傾向が認められた。

　各支社・営業所と広告主との結節構造では，各

支社・営業所がある都府県・市に所在する広告主

は，その各支社・営業所との結びつきが強い。長

野県外所在の広告主は，全般的には東京支社との

結びつきが強いが，長野県以東では東京支杜と，

長野県以西では大阪支社との結びつきが強くなっ

ている。長野県内所在の広告主は，長野支社・中

南信支社との結びつきが強く，南部の営業所とは

結びつきが弱い。これを各支社・営業所からみる

と，広告主との結びつきに一定の範囲が存在して

いることがわかった。

　広告主の業種構成は，全体では製造業が最も多

く，長野県内ではA社関係が最も多かった。商品

の流通とあわせて考えると，製造から小売への地

域的な流れをみることができた。

　CMに表れた地域は，長野県内では広告主の数

にある程度従っている。一方，長野県外では，広

告主数には従わず，広告主による所在地の明示は

静岡県，新潟県などのみにみられ，東京都，大阪

府所在の広告主による所在地の明示は，広告主数

に比べ非常に少なかった。

　本稿では，放送局1社のみの分析であったが，

複数の放送局を分析することにより比較検討が可

能になる。また，CMが，私たちにどれほどの影

響を与えているかについては，CMの内容につい

てさらに分析する必要がある。これは残された課

題である。

　本稿を作成するにあたり，奥野隆史先生，佐々木博先生，斎藤功先生，手塚章先生をはじめとする地球

科学系の諸先生から貴重なご助言をいただきました。資料収集，現地調査の際には，A杜，信越電気通信

監理局，長野県庁の担当の方々，御宿記念館の方々に多大なご協力をいただきました。末筆ながら以上を

記して感謝中し上げます。
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