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１月クールも四冠達成！
クール四冠は 2012 年度 4 月クールに続いて、開局以来 2 回目。

３月単月も四冠達成！
月間四冠は、2012 年度 6 回。

2012 年度平均視聴率 （2012 年 4 月 2 日～2013 年 3 月 31 日）
ゴールデン 12.4％（１位）、プライム 12.7％（１位）、プライム２ 8.5％（１位）、全日 7.8％（2 位）

2012 年度下期平均視聴率 （2012 年 10 月１日～2013 年 3 月 31 日）
全日 8.1％（１位）、ゴールデン 12.9％（１位）、プライム 13.2％（１位）、プライム２ 8.9％（１位）

１月クール平均視聴率 （2012 年 12 月 31 日～2013 年 3 月 31 日）
全日 8.3％（１位）、ゴールデン 12.9％（１位）、プライム 13.1％（１位）、プライム２ 9.1％（１位）

３月平均視聴率 （2013 年 3 月 4 日～2013 年 3 月 31 日）
全日 8.3％（１位）、ゴールデン 13.2％（１位）、プライム 13.4％（１位）、プライム２ 9.9％（１位）

このたび、テレビ朝日は 2012 年度の平均視聴率でゴールデン帯 12.4％（19 時～22 時）、プライ
ム帯 12.7％（19 時～23 時）、プライム２帯 8.5％（23 時～25 時 ※テレビ朝日独自の視聴率区分）
を獲得、開局以来初めて３区分で第１位となりました。また全日帯（６時～24 時）は 7.8％で 0.1 ポイ
ント差の２位となりました。多くの視聴者の皆様にご支持いただいたおかげと、心より御礼申し上げ
ます。
2012年度は、ドラマでは新相棒を迎えた「相棒season１１」が２クール半年間の長丁場で好調を
維持し、最終回では歴代シーズン最終回として過去最高の視聴率を記録しました。さらに、「ドクタ
ーＸ～外科医・大門未知子～」という民放ドラマで年度１位となった大ヒット作も生まれました。
レギュラーバラエティでは、「お試しかっ！」、「Ｑさま!!」、「ロンドンハーツ」などが年度を通じて安
定した高視聴率をマークし、報道系番組でも、「報道ステーション」が平日ベルトで好調を堅持した
ことが、年度でゴールデン・プライムトップに躍進する牽引力となりました。
また、サッカーＷ杯最終予選、フィギュアスケートＧＰシリーズ、野球ＷＢＣなど爆発力のある大型
スポーツ番組で高視聴率を獲得、さらに、“開局55周年記念番組”の「松本清張没後20年ドラマス
ペシャル『十万分の一の偶然』『熱い空気』」、「相棒season１１ 元日スペシャル」、「夢対決2013 と
んねるずのスポーツ王は俺だ!!」なども押し並べて高視聴率を記録しました。
全日帯では「スーパーＪチャンネル」が、夕方のニュース番組激戦区において横並びトップとなり、
ゴールデン・プライム帯への玄関口としての役割を果たしました。さらに、朝のベルト番組「モーニン
グバード！」も、下期で同時間帯民放２位となるなど順調にシェアを拡大し、全日帯の視聴率を押し
上げました。

２０１３年度は開局５５周年の記念期間となっています。今年２月１日の開局
記念日から１年２カ月間を「５５周年記念期間」として、大型ドラマやプレミア
ム感のあるバラエティ特別番組を投入しています。スポーツでは、４月に世界フ
ィギュアスケート国別対抗戦が控えています。
これからも、チャレンジャーとして貫いてきた姿勢を崩すことなく、１人でも
多くの視聴者の皆様に愛していただけるようなテレビ局を目指し、真面目に、思
い切って取り組んでまいります。本年度もご支援のほど、何卒よろしくお願い申
し上げます。

《2012 年度の主な高視聴率番組》
レギュラー番組

＜ＧＰ帯＞

「ドクターＸ～外科医・大門未知子～」 （10 月クール）
「相棒ｓｅａｓｏｎ11」 （10 月＆１月クール）

3/20 20.7％ほか 平均 17.3％

「もしものシミュレーションバラエティー お試しかっ!」
「クイズプレゼンバラエティー Ｑさま!!」
「ロンドンハーツ」

12/13 24.4％ほか 平均 19.1％
12/24 18.6％ほか 平均 14.3％

10/8 16.4％ほか 平均 13.6％

5/15 17.5％ほか 平均 13.5％

「土曜ワイド劇場」

6/30、10/27 16.0％ほか 平均 13.5％

「報道ステーション」

3/8 33.0％ほか 平均 13.1％

「ナニコレ珍百景」

2/6 14.9％ほか 平均 12.6％

「科捜研の女」 （1 月クール）
「遺留捜査」 （7 月クール）

3/14 14.2％ほか 平均 12.6%
7/26 13.7％ほか 平均 12.5%

＜全日帯＞
「スーパーＪチャンネル」
「モーニングバード！」

1/4、1/14 12.5％ほか 平均 8.5％
5/3 9.7％ほか 平均 6.0％

スペシャル番組など
「2014ＦＩＦＡワールドカップアジア最終予選 オーストラリア×日本」

（6/12 35.1％）

「2014ＦＩＦＡワールドカップアジア最終予選 日本×ヨルダン」

（6/8 31.6％）

「2014ＦＩＦＡワールドカップアジア最終予選 日本×オマーン」

（6/3 31.1％）

「2014ＦＩＦＡワールドカップアジア最終予選 オマーン×日本」

（11/14 30.0％）

「2014ＦＩＦＡワールドカップアジア最終予選 日本×イラク」

（9/11 28.9％）

「2013 ワールドベースボールクラシック２次ラウンド 日本×台湾」

（3/8 26.5％）

「2013 ワールドベースボールクラシック１次ラウンド 日本×ブラジル」
「2014ＦＩＦＡワールドカップアジア最終予選 ヨルダン×日本」

（3/26 25.0%）

「フィギュアスケートグランプリファイナル 2012 女子フリー・男子ショート」
「2013 ワールドベースボールクラシック１次ラウンド 日本×中国」
「フィギュアスケートグランプリファイナル 2012 女子ショート」
「コナミ日本シリーズ 2012 第５戦 日本ハム×巨人」

（3/2 25.4％）
（12/8 23.2％）

（3/3 23.2％）

（12/7 19.5％）

（11/1 19.3％）

「日曜洋画劇場 相棒・劇場版Ⅱ・警視庁占拠！特命係の一番長い夜」

（5/6 19.1％）

「開局 55 周年記念・松本清張没後 20 年ドラマスペシャル 『熱い空気』」 （12/22 18.6％）
「とんねるずのスポーツ王は俺だ!!真夏の猛特訓スペシャル」 （7/1 18.5％）
「フィギュアスケートグランプリシリーズ 2012 中国大会 女子フリー・男子フリー」

（11/3 18.4％）

「土屋アンナ＆冨永愛 ＶＳ よゐこ 真夏の無人島で２泊３日０円生活」 （9/2 18.3％）
「開局 55 周年記念・松本清張没後 20 年ドラマスペシャル 『十万分の一の偶然』」 （12/15 18.2％）
「開局 55 周年記念・夢対決 2013 とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5 時間スペシャル」 （1/2 18.0％）
「キリンチャレンジカップ 2012 なでしこジャパン×ブラジル女子代表」
「開局 55 周年記念・相棒 season１１ 元日スペシャル」

（4/5 17.5％）

（1/1 17.4％）

「日曜洋画劇場 相棒・劇場版Ⅱ・警視庁占拠！特命係の一番長い夜」

（3/31 17.4%)

「いきなり！黄金伝説。東京の島でサバイバル大賞 ６時間スペシャル」

（12/27 17.1％）

注：（世帯）視聴率 ビデオリサーチ調べ・関東地区

