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報道発表資料  

2017 年 12 月 6 日 

株式会社エム・データ 

テレビの放送内容をテキスト化した「TV メタデータ」を提供する株式会社 エム・データ（本社：東京都港区、代表取締役： 関根俊哉）は、「2017 年 TV

番組 出演ランキング」を発表しました。ランキングは、2017 年 1 月 1 日（日）から 2017 年 11 月 30 日（木）に、東京地区地上波キー局で放送された TV

番組に出演した人物を対象としランキングしたものです。 

 

年間トップは、設楽統さん、女性トップは、近藤春菜さん、 

TOP20 のうち、お笑い芸人が 14 人を占める状態に！ 
 

 

■2017 年 TV 番組 出演ランキング（総合） 

順位 人物名 回数 主な出演番組

1位 設楽統（バナナマン) 675回
ノンストップ!(CX)、乃木坂工事中(TX)、YOUは何しに日本へ?(TX)、クレイジージャーニー(TBS)、バナナ♪

ゼロミュージック(NHK)、

2位 国分太一（TOKIO) 663回
国分太一のおさんぽジャパン(CX)、ビビット(TBS)、白熱ライブビビット(TBS)、男子ごはん(TX)、TOKIOカ

ケル(CX)

3位 羽鳥慎一 656回
羽鳥慎一モーニングショー(EX)、グッド!モーニング(EX)、橋下×羽鳥の番組(EX)、チカラウタ(NTV)、あの

ニュースで得する人損する人(NTV)、

4位 近藤春菜（ハリセンボン) 502回
スッキリ!!(NTV)、ヒルナンデス!(NTV)、もしかしてズレてる?(CX)、ニンゲン観察!モニタリング(TBS)、天

才!志村どうぶつ園(NTV)

5位 坂上忍 493回
バイキング(CX)、ダウンタウンなう(CX)、好きか嫌いか言う時間(TBS)、あのニュースで得する人損する人

(NTV)、おしゃべりオジサンと怒れる女(TX)

6位 澤部佑（ハライチ) 477回
欅って、書けない?(TX)、相葉マナブ(EX)、林先生が驚く初耳学!(TBS)、PON!(NTV)、人名探究バラエ

ティー日本人のおなまえっ!(NHK)

7位 上田晋也（くりぃむしちゅー) 473回
Going!Sports&News(NTV)、くりぃむしちゅーのハナタカ!優越館(EX)、上田晋也の日本メダル話(NTV)、お

しゃれイズム(NTV)、くりぃむナンチャラ(EX)

8位 博多大吉（博多華丸・大吉) 459回 厳選いい宿(TX)、ヒルナンデス!(NTV)、ライオンのグータッチ(CX)、有吉反省会(NTV)、イチゲンさん(TX)

9位 橋本大二郎 453回 ワイド!スクランブル(EX)

斉藤慎二（ジャングルポケット) 442回 ウイニング競馬(TX)、アメトーーク(EX)、浜ちゃんが！(NTV)、オールスター感謝祭(TBS)、

大久保佳代子（オアシズ) 442回
旅ずきんちゃん(TBS)、ノンストップ!(CX)、ゴゴスマ~GOGO!Smile!~(TBS)、佳代子の部屋~真夜中のゲー

ム会議~(CX)

12位 有吉弘行 437回
ヒルナンデス!(NTV)、櫻井・有吉THE夜会(TBS)、有吉反省会(NTV)、有吉弘行のダレトク!?(CX)、マツコ&

有吉かりそめ天国(EX)

日村勇紀（バナナマン) 430回
YOUは何しに日本へ?(TX)、乃木坂工事中(TX)、バナナマンのせっかくグルメ!(TBS)、バナナ♪ゼロミュー

ジック(NHK)、奇跡体験!アンビリバボー(CX)

春日俊彰（オードリー) 430回
ヒルナンデス!(NTV)、学生才能発掘バラエティ学生HEROES!(EX)、スクール革命!(NTV)、超かわいい映像連

発!どうぶつピース!!(TX)、もろもろのハナシ(CX)

有村架純 427回
連続テレビ小説ひよっこ(NHK)、人名探究バラエティー日本人のおなまえっ！(NHK)、ＬＩＦＥ！～人生に捧

げるコント～(NHK)

小峠英二（バイきんぐ) 427回
有田ジェネレーション(TBS)、誰だって波瀾爆笑(NTV)、陸海空こんな時間に地球征服するなんて(EX)、浅草

ベビ9(TX)、アップデート大学(EX)

17位 渡部建（アンジャッシュ) 422回
ヒルナンデス!(NTV)、Love music(CX)、王様のブランチ(TBS)、行列のできる法律相談所(NTV)、名医の

THE太鼓判!(TBS)

18位 林修 418回
グッド!モーニング(EX)、林先生が驚く初耳学!(TBS)、週末はウマでしょ!(CX)、人生で大事なことは○○から

学んだ(EX)、林修の今でしょ!講座(EX)

ホラン千秋 416回
シューイチ(NTV)、バイキング(CX)、アッコにおまかせ!(TBS)、奇跡体験！アンビリバボー(CX)、Ｎスタ

(TBS)

若林正恭（オードリー) 416回
ヒルナンデス!(NTV)、スクール革命!(NTV)、超かわいい映像連発!どうぶつピース!!(TX)、もろもろのハナシ

(CX)、AKBTeam8のブンブン!エイト大放送(NTV)

カズレーザー（メイプル超合金) 416回
ヒルナンデス!(NTV)、絶対!カズレーザー(EX)、採用!フリップNEWS(NTV)、金曜★ロンドンハーツ(EX)、良

かれと思って!(CX)

※敬称略

19位

13位

10位

15位

 

 

株式会社 エム・データ 
2017 年 TV 番組 出演ランキングを発表 

年間トップ・女性トップは、共に上半期に続き、設楽統さん、近藤春菜さん 

各ジャンル男女別ランキングも発表！ 
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報道発表資料  

2017 年 12 月 6 日 

株式会社エム・データ 

■2017 年 TV 番組 出演ランキング（総合 女性・男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2017 年 TV 番組 出演ランキング（お笑い 女性・男性） 

 



 

 

3 

 

報道発表資料  

2017 年 12 月 6 日 

株式会社エム・データ 

■2017 年 TV 番組 出演ランキング（女優・俳優） 

 

 

■2017 年 TV 番組 出演ランキング（モデル・タレント・アイドル 女性・男性） 

 

■2017 年 TV 番組 出演ランキング（アナウンサー・キャスター 女性・男性） 
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報道発表資料  

2017 年 12 月 6 日 

株式会社エム・データ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■2017 年 TV 番組 出演ランキング 

 期  間   ：2017 年 1 月 1 日（日）～2017 年 11 月 30 日（木） 

 調査対象   ：NHK 総合、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ（東京地区地上波キー局）で 

放送された TV 番組にレギュラー出演、ゲスト出演した人物を対象。 

 

 調査方法   ：上記対象の TV 番組の放送回数を集計しランキング。 

※総合ランキング、総合ランキング男女、お笑いランキング男女は 20 位まで、それ以外は 10 位までランキング化しています。      

※E テレは対象外としています。 

          ※通販番組、通販コーナーは対象外としています。 

          ※放送局所属のアナウンサーは、総合ランキング、総合男女ランキングでは対象外としています。 

※人物のカテゴリー（俳優、女優、お笑い、タレント、モデル、アイドル、アナウンサー）は 

エム・データ独自基準により区分しています。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■株式会社エム・データが提供する「ＴＶメタデータ」とは？ 

 株式会社エム・データでは、関東・中京・関西エリアのテレビ局で放送された TV 番組や TV-ＣＭを、テキスト化・データベース化して「ＴＶメタデータ」

を構築しています。当社データセンターでは常時４０名前後の専属スタッフが 24 時間 365 日「いつ」「どこで」「何が」「どのように」「何秒間」放送されたか

を、当社オリジナルのデータ収集システムを使用しデータの生成を行なっております。TV メタデータは主に 4 種類に区分し、「①番組データ（番組放送内容）」

「②CM データ（広告出稿内容）」「③アイテムデータ（番組で紹介された商品情報）」「④スポットデータ（番組で紹介された店・宿・観光地等の情報）」で構成

され、ローデータサービスの他に、ランキングコンテンツや調査・集計・分析等のレポートサービス、分析結果を基にしたコンサルティングサービス等があり

ます。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■株式会社エム・データについて 

 株式会社エム・データは、テレビ放送（番組および CM）の放送実績を独自にテキスト化したデータベース「TV メタデータ」を生成して、調査・分析・配信

を行なっている、2006 年に設立されたデータプロバイダ・リサーチカンパニーです。2014 年 1 月に、民放キー局（在京 5 局）等と資本提携し、デファクト

スタンダードなデータベースを構築しており、主なサービスには、番組や TV-CM の放送内容を詳細に記録した「TV メタデータ」を提供する「①データ配信サ

ービス」、お客様のご要望に応じて調査・分析を行なう「②放送実績調査サービス」、放送された話題を露出・報道量等で集計したランキング形式で配信する「③

ランキングサービス」、「TV メタデータ」を基点としたビッグデータ解析ツール「④TV Rank」の提供や企業のマーケティング支援、メディアコンサルティン

グ業務等があります。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■会社概要 

  株式会社エム・データ （M Data CO.,LTD） 

    住所  ：東京都港区虎ノ門 1-16-16 虎ノ門一丁目 MG ビル 9F  

    ＴＥＬ ：03-3519-7060／ＦＡＸ：03-3519-6684 

    ＵＲＬ ：http://mdata.tv 

    設立  ：2006 年 1 月 23 日 

    代表者 ：代表取締役 関根 俊哉 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ■本件に関するお問合わせ 

  担当：上田 

http://mdata.tv/

