
NHK「紅白歌合戦」視聴率の推移
［ビデオリサーチ「紅白・視聴率の変遷」より］

紅組司会者 白組司会者 勝者 前半 後半 紅組司会者 白組司会者 勝者 前半 後半

2022:R04(73） 橋本環奈初司会 白 31.2 35.3 1997:H09(48） 中居正広 初司会 和田アキ子 中居正広 白 40.2 50.7

2021:R03(72） ドラクエ曲ですぎやま氏追悼 紅 31.5 34.3 1996:H08(47） 松たか子 司会 松たか子 古舘伊知郎 白 41.6 53.9

2020:R02(71） 初の無観客開催 二階堂ふみ 大泉 洋 紅 34.2 40.3 1995:H07(46） ダウンタウン競演 上沼恵美子 古舘伊知郎 白 44.9 50.4

2019:R01(70） ラグビーW杯 日本代表が集結 綾瀬はるか 櫻井 翔 白 34.7 37.3 1994:H06(45） 吉田拓郎 初出演 上沼恵美子 古舘伊知郎 紅 40.1 51.5

2018:H30(69） 米津玄師がＴＶ初の生歌唱 広瀬すず 櫻井 翔 白 37.7 41.5 1993:H05(44） きんさんぎんさん開会宣言 石田ひかり 堺 正章 白 42.4 50.1

2017:H29(68） 安室奈美恵 最後の紅白 有村架純 二宮和也 白 35.8 39.4 1992:H04(43） チェッカーズ解散ステージ 石田ひかり 堺 正章 白 40.2 55.2

2016:H28(67） 解散のＳＭＡＰ 出場を辞退 有村架純 相場雅紀 紅 35.1 40.2 1991:H03(42） とんねるず 初出場 浅野ゆう子 堺 正章 紅 34.9 51.5

2015:H27(66） マッチvs聖子 トリ対決 綾瀬はるか 井ノ原快彦 紅 34.8 39.2 1990:H02(41） 長淵剛 17分間独占 三田佳子 西田敏行 白 30.6 51.5

2014:H26(65） 中森明菜 特別出演 吉高由里子 嵐 白 35.1 42.2 1989:H01(40） 初の２部構成 三田佳子 武田鉄矢 紅 38.5 47.0

2013:H25(64） 北島三郎 紅白を引退 綾瀬はるか 嵐 白 36.9 44.5 1988:S63(39） 光ＧＥＮＪＩ 初出場 和田アキ子 加山雄三 白

2012:H24(63） ＭＩＳＩＡ ナミブ砂漠で熱唱 堀北真希 嵐 白 33.2 42.5 1987:S62(38） 和田アキ子 司会＆トリ 和田アキ子 加山雄三 紅

2011:H23(62） 愛菜＆福が最年少出場記録 井上真央 嵐 紅 35.2 41.6 1986:S61(37） 加山雄三 「仮面ライダー」発言
斉藤由貴

目加田頼子
加山雄三
千田正穂

白

2010:H22(61） 桑田佳祐 復帰ステージ 松下奈緒 嵐 白 35.7 41.7 1985:S60(36） 森昌子 司会＆トリ 森 昌子 鈴木健二 紅

2009:H21(60） 矢沢永吉 サプライズ出演 仲間由紀恵 中居正広 白 37.1 40.8 1984:S59(35） 都はるみ 涙の引退 森 光子 鈴木健二 紅

2008:H20(59） ミスチル初出場 仲間由紀恵 中居正広 白 35.7 42.1 1983:S58(34） タモリ 総合司会 黒柳徹子 鈴木健二 白

2007:H19(58） 鶴瓶＆中居でＷ男性司会 中居正広 笑福亭鶴瓶 白 32.8 39.5 1982:S57(33） 中村雅俊 初出場 黒柳徹子 山川静夫 紅

2006:H18(57） ＤＪ ＯＺＭＡに抗議殺到 仲間由紀恵 中居正広 白 30.6 39.8 1981:S56(32） 初の観客審査 黒柳徹子 山川静夫 白

2005:H17(56） みのもんた司会
みのもんた
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仲間由紀恵
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白 35.4 42.9 1980:S55(31） 松田聖子 初出場 黒柳徹子 山川静夫 紅

2004:H16(55） 松平健　「マツケンサンバ」熱演 小野文江 阿部 渉 紅 30.8 39.3 1979:S54(30） 美空ひばり・藤山一郎 特別出演 水前寺清子 山川静夫 紅

2003:H15(54） ＳＭＡＰトリ 「世界に一つだけの花」
有働由美子
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阿部 渉
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白 35.5 45.9 1978:S53(29） トリに山口百恵＆沢田研二 森 光子 山川静夫 白

2002:H14(53） 中島みゆき 黒部ダムから熱唱 有働由美子 阿部 渉 紅 37.1 47.3 1977:S52(28） ピンクレディー 初出場 佐良直美 山川静夫 白

2001:H13(52） ザ・ドリフターズ 初出演 有働由美子 阿部 渉 白 38.1 48.5 1976:S51(27） 都はるみ 初のトリ 佐良直美 山川静夫 紅

2000:H12(51） 長嶋監督 審査員で初出場 久保純子 泉 元彌 紅 39.2 48.4 1975:S50(26） 五木ひろし 初のトリ 佐良直美 山川静夫 白

1999:H11(50） ＳＰＥＥＤ ラストステージ 久保純子 中村勘九郎 白 45.8 50.8 1974:S49(25） 山川静雄アナ初司会 佐良直美 山川静夫 紅

1998:H10(49） 安室奈美恵 涙の復帰ステージ 久保純子 中居正広 紅 45.4 57.2 1973:S48(24） 郷ひろみ 初出場 水前寺清子 宮田 輝 紅
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