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アメリカと日本で，ハードディスク内蔵レコーダー (HDR)の普及率が10-15%前後に達してい

る。ビデオカセットレコーダ (VCR)と異なり HDRは，①長時間録画保存が可能，②録画予約

が簡単，③追いかけ再生が可能1 ④CMのスキップ(飛ばし見)が容易などの機能的特徴がある。ま

た，([電子番組ガイド (EPG)によって，利用者は関心のある情報やコンテンツを幅広く 1 かつ容

易に入手するととができ，機積によっては放送コンテンツだけでなく，通信コンテンツを扱えるもの

も出てきている。

現在のHDR利用者の視聴行動には， rタイムシフト視聴JrCMスキップjの一般化やテレビ接触時

間の増加といった傾向が生じている。

HDR利用者の間で生じている視聴行動の変化に対する，放送事業者側の対応の動きも出てきてい

る。第一に，商業放送は従来型のCMに依存しない広告のあり方を模索し始めており，また第二に，

これまでよりも能動的 積極的立視聴者を前提とした新しいビジネスモデルを探る動きも品る。

HDRの登場 普及は，デジタノレ化・ネットワーク化の進む現代のメディア環境の変化を象徴する

現象である。視聴者にとっての情報・コンテンツ消費の選択肢がインターネットにまで拡大する中，

公共放送を含む地上放送が，今後どのような社会的位置を占め，どのよう立役割・機能を果たし得る

かが問われている。
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 はじめに

一般家庭でテレビ番組の録画・再生に用い

られる家電製品の主役が，ビデオカセットレ

コーダー(以下， VCR)からハードディスク

内蔵レコーダー(以下， HDR)へと今急速に

転換しつつある。そして日米両国において，

HDRが急速に普及する乙とによって，人々の

テレビ視聴行動，そしてインターネット利用

なども含む情報行動が大きく変化するのでは

ないかとL寸議論がこと 1-2年，活発に行

われている。

HDRはVCRと異なり，録画や再生の際にビ

デオテープを使用せず，代わりに従来コンピ

ュータで使用されてきたハードディスクドラ

イブを内蔵したデジタル録画機である。 VCR

と比較した場合の操作の簡便性に加え，複数

番組の録画保存，長時間録画，放送録画中の

~II寺停止や巻き戻し，番組検索機能を持つE

PG (電子番組ガイド)など，番組視聴の利便

性を飛躍的に向上させる諸機能を備えている。

アメリカで1997年から，日本では2001年か

ら本格的な普及が始まったHDRの世帯普及率

は，調査によって若干数値が異なるが，アメ

リカで10-15%，日本で15-20%であり，世

界でもこの両国が突出している 1)。そしてと

の両国において，すでに様々な調査研究機関

が， HDRユーザーにおける視聴行動の変化や，

今後の普及予測等に関する調査を実施してお

り，その結果がここ l年程度の聞に次々に公

表されてきている (Foresterresearch， 2004b， 

2004c; IRI， 2004 ;野村総研， 2005;矢野経済

研究所， 2005など)。とれらの調査結果および

分析の報告が異口同音に指摘しているのは，

HDRのユーザーの闘で，放送をリアルタイム
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ではなく別の時間に視聴する，いわゆる「タ

イムシフト視聴」が習慣化・一般化するので

はないか，そしてCMスキップの増加，地上

i皮の広告媒体としての訴求力の低下が生じ，

広告に依拠した地上波のビジネスモデルが大

きく揺らぐことになるのではないか，という

点である。

実は同様のことは，かつてのVCR普及期に

も指摘されていた (Beckerand Shoenbach， 

1989 ; Tydeman and Kelm， 1985など)。しか

し普及が進む中 2) 各国で行われたVCRに関

する様々な調査結果や研究成果 (Levyand 

Gunter， 1988; TBA， 1990;佐藤， 2003;三矢，

2002 ;戸村， 1989など)が示すように，実際

にはVCRが人々の視聴行動に与えた影響は当

初想定されたほど大きくはなかった。むしろ

ほぼ同じ時期に進行したリモコンの普及や，

特にアメリカにおいて進展した放送の多チャ

ンネル化(ケーブルテレビ・デジタル衛星放

送の普及拡大)，また90年代半ば以降急速に

普及してきたインターネット等のほうが，

人々の視聴行動により大きな影響を与えると

して注目されていくことになった(典型的に

はFCC，1991 ;東京大学社会情報研究所編，

1993 ;長屋， 1998など)。

今回のHDRの登場が人々の視聴行動と地

上放送に与える影響は， VCRのそれとは比較

にならないものになるという議論が支配的で

ある。確かに，日米両国におけるHDRの世

帯普及率が今後数年で急激に上昇すると見込

まれること，そしてHDRがVCRと比較する

とタイムシフト視聴を行う際の諸機能が遥か

に向上していること，さらに言えば多チャン

ネル化，デジタル化が進行する中で多様化・

多機能化する放送サービスにとってHDRが



ある種のプラットフォーム的な機能(ホーム

サーバー的役割)をも果たす可能性がある乙

と等を考え合わせるならば，ここ 1-2年の

聞に放送，広告，通信の各業界を中心lこHDR

をめぐって極めて活発な議論が繰り広げられ

ていることはむしろ当然のことと言える。実

際に本稿も， HDRが人々の視聴行動に与える

影響はVCRのそれに比べるとかなり大きなも

のとなるであろうという立場に立つ。

しかし，現在のHDRをめぐる議論の力点

は，主として既存の番組視聴率の計測方法や

広告の到達度といった商業放送のビジネスモ

デルに関する諸テー7 に偏っているうえ，日

米のあいだのHDRの流通形態や利用状況の

差異を踏まえたうえでの議論も殆どない。ま

た一部に見られるようにHDRの普及初期段

階におけるユーザーの視聴行動をもって，大

多数の世帯への普及後の状況を類推し，地上

放送のあり方が短期間のうちにドラスティッ

クに変化するという議論は，やや短絡的で冷

静さを欠いている感が否めない。

さらに言えば， HDRをめぐる問題は，多メ

ディアイヒ，多チャンネJレ化，テ'ジタル化，ネ

ットワーク化といったメディア環境総体の急

激な変化のコンテクストの中に位置付けられ

る必要がある3)。なぜなら，仮にHDRユーザ

ーの間でテレビ視聴行動をはじめとする情報

行動に変化が起きているとしても，それは単

にHDRの影響によるというよりも，様今なレ

ベルで生じているメディア環境の変化との相

互関係の中で生じているものと考えられるか

らだ。言い換えれば， HDRの登場とその普及

は，現代のメディア環境の変化の方向性を象

徴的に示すものとして，また現代のメディア

動向を考察するうえで絡好の現象として捉え

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

ることができるように思われる。

以上のような観点に立ち，本稿ではHDRの

普及による視聴行動の変化とその影響につい

て，幾つかの角度からの考察を試みる。まず

HDRの普及状況，および機能上の特徴を概観

し，特に談話iの対象となっているHDRユーザ

ーの問でのタイムシフト視聴やCMスキップ

について，幾つかの調査結果を参照しながら，

その実態と特徴を素描する。次に今後の影響

の規模や程度について量的および質的観点、か

ら検討し，地上放送ビジネスモデルが受ける

影響について，アメリカの事例を中心に考察

する。その際には，かつてVCRに関して蓄積

された様々な調査研究成果との比較検討も必

要に応じて行う。そして最後に， HDRの普及

と利用の拡大が，メディア論的，コミュニケ

ーション論的にどのような意味を持つのかに

ついて，特にHDRと視聴者との関係，および

放送の公共的役割・機能との関連において考

察を試みる。

@HD明及状況と
機能上の特徴

ここではまず，アメリカと日本を中心とし

たHDRの普及状況を概観し，次にHDRの機

能面の特徴を特にタイムシフト視聴との関係

を中心に検討する。

1目 1 急速に普及する HDR

アメリカの調査会社Centris社によると，

米国市場におけるHDRの2004年の年間売上

は，前年比119%という仲びを示しており，

パソコン(前年比 3%)やデジタルカメラ(同
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表1 メディア関連機器の市場(アメリカ)白山年末現在)

メディア関iIT!機器
普及世帯数 世帯普及率 前年比伸び率

(100万) (%) (%) 

VCR 94.8 87 -2 

"ソコン 72.9 66 3 

ビデオゲーム機 43.9 40 2 

ビデオカメラ 38.5 35 6 

テ'ジタJレカメラ 33.0 30 44 

HDR 6.5 6 119 

※Centris杜の調査結果から作成

図2 HDDレコーダーの普及予測(日本)
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図1 HDR世帯普及率予測(アメリカ)

/ 
/ 

/' / 

~ ~~~~~.....~ .. 二一竺

ー--2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2002 2日日3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0.1 0.5 1.4 3.2 6 10 15.3 21.8 

1.3 2 3.4 5.1 7 9 10.7 12.4 
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※Forester Research， (2004a)から作成
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44%)などと比べるとHDRの売れ行きは圧倒

的である(表 1) 0 2005年末現在のHDRのア

メリカにおける世帯普及率は10%台前半と見

られるが，様々な調査機関・研究機関が今後

の急速な普及拡大を予測している。例えば

Forester Research社によれば(図 1)， 2007年

には全世帯のおよそ 4分の lに当たる2，570万

世帯， 2009年には4，960万世帯と，ほぼ2世帯

にl世帯の割合で普及すると見込まれている
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(Forester， 2004a) 4) 0 

日本においても状況は変わらない。 MM総

研によると， 2004年度のHDRの出荷台数は，

2003年度の217万台から 104%増の443万台，

出荷金額ベースでは前年度比43.8%増の2，300

億円を記録しているの。普及についても，例

えば野村総研 (2005)は， 2007年には32.2%，

2009年には44.3%の世帯に普及すると予測し

ている(図 2)。つまり，アメリカでも日本で



も，今後5年以内にほぼ半数の世帯にHDRが

普及している可能性がある 6)。

こうした状況は日米両国が世界的に見ても

突出しているが，その他の閏・地域でも今後

の急速な普及が予測されている。例えば，イ

ギリスでは衛星放送のBS匂Bのサービスによ

ってHDR利用世帯が拡大しており， 2005年に

加入者が100万世帯を超えた。同様の動きはヨ

ーロッパ各国で始まっており， HDRはヨーロ

ツノTでも浸透し始めている。米InformaMedia 

社によれば(表2)，2010年には全世界のテレ

ビ所有世帯の11%，デジタルテレビ所有世帯

の33%にあたる11億9，936万世帯にHDRが普

及，そのうちの66%をデジタルケーブルテレ

ビのHDR機能付きセットトッフ。ボックス(以

下， STB)が，また25%を衛星放送受信用STB
が占めるという7)。

表 2 HDRの普及率予測
(デジタルテレビ所有世帯に占める割合)

(%) 

2003 2004 2005 2010 
アジア太平洋地域 1 2 3 25 
ヨーロッ" l 2 4 28 
南米 。 。 l 24 
北米 9 14 19 48 
全体 5 8 11 33 

※Infonna祉の調査結果 (2004.9プレスりリ ス)より作成

年層別に見た場合，特に若年層の闘でHDR

の購入意欲が高いことも注目される。 NHK放

送文化研究所が2005年 2月に実施した世論調

査では， (1年以内程度のli近いうちに購入

したLリという回答が，回答者全体の 7%に

対し20歳代では15%となっている(図 3)。ま

た「近いうちに購入したLリと「しばらく様

子を見てJi録画機の価格が安くなった時」を

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

図 3 HDRの購入意向(日本・年層別)

近いうちに(1年くらL、) 購入したいとは

40代 I 22 

30代 24

※NHK政盟主化研究所世論調査(2005年2f1)鈴木柑田(2005)参照

合わせて，とこ数年のうちに購入意向がある

と見なすことのできる人は，回答者全体では

29%であるのに対して， 20代-40代では34

-56%となっている。近年のパソコンや携帯

電話などのメディア機器がそうであったよう

に， HDRも，特に若年層を牽引役としながら

普及を拡大していると言える。

なお， HDRIこはハードディスクのみの機種

と， DVDやVHSビデオも使える機種とがある。

日本国内における販売小売価格は， 4万円前

後一20万円以上までの幅がある。価格差は主

として搭載するハードディスクの容量や機能

などによるものである。一方，アメリカでは

日本とはHDRの販売・利用形態がやや異な

っている。例えば業界最大手のTiVo社の場合，

利用者は同社製のHDRを購入し(販売価格は

50-200ドル)8) ，そのうえで月額12.95ドル

のサービス利用料金を支払う。これは電子番

組ガイド(以下， EPG)その他のソフトウェ

NHK放送文化研究所年報2006165



アの利用料金である。またこのような形態と

は別に，衛星放送事業者やケープルテレビ事

業者が加入者用に提供するSTB!こHDR機能

を付加したものがあり，むしろこうしたHDR

機能付きSTBが，アメリカのHDR市場の牽引

役となっている 9)。

1.2 HDRの機能上の特徴

HDRが家庭用メディア機器として急速に普

及している背景には，こと 1-2年における

販売小売価格の低廉化に加え10) DVDソフ

トが一般化した結果，再生・録画・保存等に

おいてDVDは「画質がよLリ「扱いが簡単だ」

といった認識が浸透していったということが

ある。多くのHDRにはDVDの再生・録画機

能が備えられているからである(二子・小山，

2005)。

しかし何よりも.HDRが消費者にアピー

ルしている最大の理由は，ユーザーが放送を

録画・再生する際の操作性と利便性がVCRに

比べ格段に向上しているという機能上の特徴

にほかならな1'，現在，市場に出回っている

HDR機種の主要な機能を.VCRの機能と比

較すると以下のようになる。

①長時間録画 "VCRでは標準画質の録画可

能時間は通常2時間であるが.HDRでは

70-80時間の録画が可能 (160-200GB

のハードディスクの場合)

②EPG (電子番組ガイド)"'VCRでは番組

を探す際には，新聞のテレビ欄や雑誌な

ど活字媒体に依存するのに対して.HDR 

ではEPGによるジャンル別や時間帯別な

どによる番組検索や録画予約が画面上で

可能

③追いかけ再生・・ VCRでは録画を終了して
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からでないと再生はできないが.HDRで

は録画中の番組の一時停止や巻き戻しな

どが可能(一時停止・巻き戻しした部分

を早送りしてリアルタイムの放送に追い

つくことも可能)11) 

④30秒スキップ…VCRでは早送りボタンを

押す形態であるが.HDRでは30秒スキ

ップなどの機能があり.CMなどを瞬時

に飛ばすことが可能

⑤DVDやVHSへのダビング "VCRでは 2

台のデッキを接続するなどの必要がある

が.HDRでは(機種によって異なるが)

l台だけでDVDやVHSへの録画-ダビン

グが可能。また.DVDへのダビングは

高速ダビングも可能

⑥録画コンテンツの保存・整理"'VCRでは

録画した番組をVHSテープで保存・管理

する必要があるが.HDRでは大容量のハ

ードディスクに保存・整理が可能で編集

や検索なども可能

また，かつてVCRユーザーに対して行われ

た調査によると(戸村， 1989)，VCRに対する

不満として「画質があまりよくなLリ20.9%，

「番組の予約録画中に放送時刻や内容の変更

があるのは困るJ18.3%， I録画用のテープの

価格が高Lリ15.2%.I予約録画などの操作が

面倒J(男女40歳代以上で上位)などの点も指

摘されていたが，これらの点もHDRでは殆ど

解消されているか，もしくは大幅に改善され

ている。

この他，アメリカにおける業界最大手で，お

よそ400万人 (2005年10月現在)のユーザーが

いるTiVo社のHDRであるTiVoは，他のHDR

にはない独自の様々な機能を持っている。 TiVo

についてはそのサービス戦略・普及戦略を後



     

 

に詳述するが，代表的な機能には以下のよう

なものがある。

0ウィッシュリスト (Wishlist)…好きな俳優

やタレントなど，キーワードを入力してお

くと，関連の番組をすべて自動的に録画12)

Oサジェスチョン (Suggestion)ー・ユーザー

の視聴履歴・番組評価などから好みに合う

番組を推薦ーし，その放送予定・内容などを

表示

0シースンパス (Seasonpass)…定時番組を

毎回録画予約することなく，数カ月にわた

る1シーズンを通して自動録画する機能

TiVoのこれらの機能は，独自のEPGサービ

スによるものである。日本のHDRの場合には，

地上放送で配信されているEPG，またはイン

ターネット上のEPGサービスサイトからダウ

ンロードする形態になっているが 13)，TiVoて、

はユーザーがTiVo宇土5虫自のEPGをインター

ネット経由で受信する。そして上記のような

他のHDRにはない様々な機能・サービスを有

料(月額料金)で受けるという仕組みになっ

ている。

ごのEPG機能はHDRの様々な機能の中で，

デジタル化や多チャンネル化といった放送を

めぐる現況に加え，今後一層の進展が予測さ

れる「放送と通信の融合J，放送サービスの

双方向化などとの関連で最も注目されている

ものである。 EPGでは，テレビ番組表が画面

上に表示されるため，新聞や情報誌などを確

認する必要がなく，クリックするだけで録画

予約が可能なため，従来のVCRに比べると番

組の録画予約が飛躍的に簡便になっている。

また1週間以上先の放送予定まで見ることが

できるほか，人名によって，あるいはジャン

ル別に番組を検索したり，放送予定の番組に

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

関する詳しい情報・データなどを取得するこ

となども可能で、ある。特に50-100チャンネ

ルといった多チャンネル放送の受信環境にあ

るユーザーにとっては，自分の見たい番組に

アクセスする際には利便性が高1'0

しかしそれだけでなく，こうしたEPGを駆

使しながら好みの番組を探し，都合のよい時

間帯に録画した番組を視聴(タイムシフト視

聴)するHDRユーザーの姿からは，従来の放

送の[受け手jから一歩進んだ，テレビ番組

視聴に対する能動性を持った，新しLミ「視聴

者H患が浮かび上がってくる。

EPGが持っこうした側面については，米F

CC (連邦通信委員会)の報告書“Broadcasting

Television : Survivor in a Sea of Competition 

(1地上テレビ:競争の海の中での生存者J)に

おいて也大きな関心が向けられている (FCC，

2002)。同報告書は，将来へ向けて進化して

いくテレビのイメージとして，テレビの双方

向化，インターネットテレビなどをOuに出し

ながら，近未来に実現するであろう「機能拡

張されたテレビJ(= Enhanced Television)に

不可欠な技術としてEPGを挙げ，次のように

言っている。

「…新しい双方向的なEPGによって利用者

は，番組を分類したり検索したり，番組につ

いての説明情報を入手したり，放送予定の番

組を知ったり，自らが選ぶ番組へと誘導され

たりといったことが可能になる。(中略)

EPGは最も重要な双方向機能のアプリケーシ

ョンと見なされている。なぜならば，それは

多チャンネルで提供される様々なサービスの

電子的な入り口になるからだ。J(FCC， ibid : 

95) 
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面轟 HDRユーザーにおける

哩且.視聴行動の変化

HDRの普及が進むにつれて， HDRユーザ

ーのテレビ視聴行動においてタイムシフト視

聴やCMスキップの増加，視聴時間の増大や

視聴ジャンルの拡大など，様々な変化が起き

ていることが明らかにされつつある。様々な

調査研究機関による調査・研究結果を検討し

ながら， HDRユーザーにおける視聴行動の変

化の諸相を見ていく。

2. 1 タイムシフト干見耳患

最も注目されているのは， HDRユーザー

によるタイムシフト視聴の動向である。

HDRには先に見たように「追L川ミけ再生」

という機能があり，録画中の番組を再生する

ととができるが，この場合，放送と視聴の時

差は非常に短く，最終的にはリアルタイムの

放送に再生が追いつくこともある。従ってこ

の視聴方法は，厳密な意味ではタイムシフト

視聴とは呼べない性格も持つが，本稿では

「追いかけ再生」も，差し当たりタイムシフ

ト視聴に含めることとする。

現時点でのHDRユーザーにおいて，番組

視聴時間に占めるタイムシフト視聴の割合

時間はどのくらいなのか。

アメリカのForesterResearch社が2004年7

月に2，000人のHDRユーザーを対象に行った

インターネット調査では，ユーザーの番組視

聴時間のうち実に59%がタイムシフト視聴で

あり，リアルタイム視聴は41%に留まってい

ると報告されている。またタイムシフト視聴

の割合は，視聴する番組のジャンルによって

大きく異なることも明らかになっている(図
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4 )。ニュースやスポーツ番組などでは，リ

アルタイム視聴の割合が75-93%と高く，タ

イムシフト視聴の割合が低いのに対し，ドラ

マやコメディ， トークショーなどの番組では

リアルタイム視聴の割合が33-54%とかなり

低くなっている。

同調査の報告書は， Zれらの結果からニュ

ース番組を除くプライムタイムのドラマやコ

メディ，リアリティショーといった番組は，

リアルタイムで視聴する人は半数以下になっ

ていると指摘している CForester，2004c;4)。

ニュースやスポーツ番組のほかにリアルタイ

ム視聴の割合が高いのは，アカデミー賞やグ

ラミー賞'の授賞式中継のような特別なイベン

ト中継番組などである。視聴者にとって情報

の即時性やライブ性自体に意味のある番組ジ

ャンルはタイムシフト視聴の対象にはなりに

図4 番組ジャンJレ別リアル9イム視聴率(アメリカ)

畳間のドラマ

ケーブル有料CHの映画

昼間のトークンョー

ネットワークのリアリテイショ

ネフトワークのドラマ 50 

ネフ卜ワークのコメディ 54 

子供番組 68 

深在のトークンョー 70 

イベント中継 72 

ケプルテレピのニュス 75 

スポーツ中継 80 

夕方のネットワークニュース 90 

深夜のローカルニュース 92 

夕方のローカルニュース 93 

。20 40 60 80 (1%00 ) 

来Forester(2004c:3lから作成



くい一方，特定の時間にリアルタイムで見る

ことに意味が感じられにくい番組はタイムシ

フト視聴される割合が高いと言える。

一方，日本ではHDRユーザーのタイムシ

フト視聴率が50%を超えているというような

調査結果はない。例えばイプシ・マーケティ

ング研究所が2005年 6月に2，015人のインタ

ーネットユーザーを対象に行ったウェブアン

ケート調査の結果によるとl4) HDR所有者

(597人)のうち，番組視聴時間の半分以上が

タイムシフト視聴だという回答が28%，逆に

「ほとんどがリアルタイム視聴」という回答

は45.4%， Iリアルタイム視聴7割，タイムシ

フト視聴3割」が26，6%であった。また野村

総研が2005年 4月にHDRユーザー3，000人を

対象に実施したウェブアンケート調査による

と，算出の根拠は示されていないが，番組視

聴時間に占めるタイムシフト視聴の割合は

34，2%であると推計されている(野村総研，

2005)。また矢野経済研究所が2004年6月に

実施したウェブアンケートでは，タイムシフ

ト視聴率は33，8%であったという(矢野経済

研究所， 2004)。

こうした調査結果から判断する限り，日本

のHDRユーザーにおける現時点のタイムシ

フト視聴率は20-30%前後と見てよいであろ

う。ただし電通 (2005)も指摘するように

日米で行われているこれらの関連調査は，日

記式等の調査手法に基づくものではなくイン

タビュー形式や質問票によってユーザーのテ

レビ接触態度を聞いている。従って回答者の

自己申告(=主観)に依存するがゆえに，実

際よりもタイムシフト視聴率が高く出ている

可能性がある。また多くはインターネットモ

ニターを対象としたウェブ調査の手法で行わ

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

れているため，調査相手の基本属性(性年

層・職業・居住地域など)が統制された調査

結果ではないことにも注意する必要がある。

各調査結果の示すタイムシフト視聴率にばら

つきがある背景にはこうした事情があるもの

と思われる。

なお，アメリカでのタイムシフト視聴率が

日本のそれを遥かに上回る50-60%以上とい

う調査結果が出ている点については，両国の

HDRの利用形態やメディア環境に関して，以

下のような事情がある乙とを考慮しておく必

要がある。

まず第一に， HDRの流通形態の遠いがあ

る。先にも指摘したようにアメリカでは，衛

星放送事業者やケーブルテレビ事業者が加入

者に提供する STBにHDR機能を内蔵した機

種が市場を牽引しているのに対し，日本では

HDRはVCRやDVDプレーヤーのように単f本

の家電製品として消費者が直接購入する形態

になっている。このことはHDRの利用形態に

遠いを生み出していると思われる。すなわち，

アメリカの場合のように，待I星放送やケーブ

ルテレビ経由で地上波も含めた全チャンネル

を視聴する場合，放送はHDRを内蔵したSfB

経由での受信になるため， HDRは常時起動し

ているととになり，利用機会が多くなる可能

性が高い15)。一方日本では， VCR等もそうで

あるように， HDRを起動しないで地上波その

他のテレビ視聴が可能であるため， HDRは必

要に応じて起動し利用することになる。従っ

てアメリカのような形態でのHDRユーザーに

比べると利用の機会が相対的に少なくなると

考えられる。

そして第二に，両国における多チャンネル

の普及状況には大きな差がある。アメリカに
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おけるケーブルテレビの世帯普及率は2005年

現在67.4%，衛星放送は同23%である(ln-

forma， 2005: 3)。他方，地上波を直接受信し

ている世帯は10%程度であり，圧倒的に多く

の世帯が多チャンネル状況にある。アメリカ

のl世帯当たりの平均受信チャンネル数は90

チャンネルと言われている (1阻，2004:3)。他

方，日本ではケーブルテレビや衛星放送の普

及はアメリカよりも遥かに遅れており， NHK 

放送文化研究所が実施した調査によれば，視

聴可能チャンネルが10チャンネル以上という

世帯は， 2005年 3月現在で32%に留まってい

る(白石・原・照井，2005)。

こうした多チャンネル化の進展状況の差も，

HDRの利用形態に差異を生じさせている可能

十主がある。アメリカのように50チャンネルを

超えるような多チャンネル状況で全チャンネ

ルの放送予定・内容等を視聴者が把握するの

は極めて困難であり，特にlWoのようなHDR

の様々なEPG機能を活用した番組検索や録画

予約等の行動が，誘ヲ|されやすいと考えられ

るからである。

2目 2 CMスキッフ。

タイムシフト視聴とともに，特に商業放送

や広告業界から注目されているのが， HDRユ

ーザーにおける，いわゆる iCMスキップI行

動である。多くのHDRにはコンテンツ再生の

際，ボタンを押すだけで30秒を瞬時に飛ばす

ことのできる機能がある。テレビCMの殆ど

が15秒，もしくは30秒で制作されているため，

このボタンを数度押すことで録画されている

CM部分が完全にスキップされることになる。

また機種によっては録画の際に，自動的にCM

を飛ばして録画する機能や，コンテンツを録
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画したハードディスクからDVDなどにダビン

グする際にCMを削除するという機能もある。

このCMスキップについても，幾つかの調

査機関がその実態に関する調査結果を出して

いる。まずアメリカにおける代表的なものと

しては先にも挙げたForester(2004c)がある

が，同調査によると，録画したコンテンツを

タイムシフト視聴する際の CMについて，

「全く見なLリが30%，i10%以下しか見なLリ

が53%，i10-25%程度しか見なLリが11%

となっている(図 5)。平均すると視聴される

CMは僅か 8%に留まっている。つまり，タイ

ムシフト視聴においては，殆どのCMがスキ

ップされ，ごく限られた視聴者にしかCMは

視聴されていないことになる。先に見たよう

にアメリカのHDRユーザーのリアルタイム視

聴率は41%であり， 59%がタイムシフト視聴

であった。これらの結果からForester(2004c) 

は， HDRユーザーが視聴しているテレビCM

は最大でも全体の46%であるとしている。

従来から知られるように視聴者は番組視聴

中に， CMになると席を立ったり，家族等と話

をしたり，チャンネルを変えたりといった行

動を取る傾向があり，テレビCMはリアルタ

イム視聴の場合でも実際には30-38%程度し

図 5 51イムシフト視聴の際に視聴するCMの割合(アメリカ)

26-50% 
4珂

10-25% 
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10%以下
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業Foc田 ter(2004c)より



  

か見られていないとする研究もある(例えば

Media Dyn田nICs.Inc， 2003)。こうしたことも

考えると， HDRユーザーの間で実際に視聴さ

れるテレビCMは極めて限定的なものだとい

うことになる。

Optimedia社の調査で、は，アメリカのHDRユ

ーザーの平均CMスキップ率は77%で(タイ

ムシフト視聴率は68%にとれによって2004

年のテレビ広告費600億ドル(約6兆6，000億

円)のうち約2%にあたる12億ドル(約1，320

億円)分が失われたことになるという試算が

出されている 16)。先にも指摘したように，こ

れらの調査もウェブ調査であるため，調査結

果にはユーザーの主観が含まれているという

点を差し引くとしても，商業放送や広告業界

がHDRの普及の動向を危機感をもって注視

していることは根拠のないことではない。

また興味深いことに，タイムシフト視聴率

が番組ジャンルによって大きく異なっていた

ように， CMスキップについても，広告され

る製品や内容によってスキップ率が異なって

いる。 Forester(2004c)によると(図 6) ，タ

イムシフトネ見耳曜のR京にスキップさオ1ることな

く視聴されるCMをジャンル別に見ると，映

画の予告CMが37%で最も視聴される割合が

高く，次いでネットワークの番組予告の29%，

家電製品のCMが20%.コンピュータのCM

が19%などの順になっている。逆に銀行，長

距離電話，クレジットカードのCMがそれぞ

れ9-10%とスキップされる率が高くなって

いる。

CMスキソプについては，日本でも同様の

傾向があると指摘されている。例えば野村総

研 (2005)によれば.HDRユーザーのうちす

べてのCMをスキップする人の割合は23%

HDRはテレピ視聴と放送をどう変えるか

図6 CMのジャンル別視聴率(アメリカ)
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来 Forester(2004c)から作成

図7 HDRユーザーのCMスキッ7.率(日本)
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※野村総研 (2005)より

で，過半数のユーザーが80%以上のCMをス

キップしており(図7)，平均CMスキップ率

は64.3%とされる。同調査によれば，ユーザ
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ーのタイムシフト視聴率は34.2%で，これら

のデータに， HDRの2005年時点、での普及率

および企業の年間テレビ広告費を掛け合わせ

ると， 2005年におけるテレビ広告市場の約2.6

%，金額にして約540億円の価値が失われて

いるとL寸。矢野経済研究所 (2005)も，ほ

ぼ毎回CMスキップをするユーザーは45.5%，

7-8割のCMをスキップをするユーザーが

23.6%で，平均のCMスキップ率は70%にな

るとしており，アメリカにおける調査結果よ

りはややその割合が低いものの，日本のHDR

ユーザーの聞でも広く CMスキップが行われ

ている。

2.3 時間効率化視聴とテレビ番組視聴

の快適化

HDRユーザーにおいては，タイムシフト視

聴およびCMスキップの増加以外にも，テレ

ビ視聴習慣上の変化が起きていることが幾つ

かの調査から指摘されている。

(1) rプライムタイム」の解体

まず挙げられるのは，テレビ番組を視聴す

る時間帯の移動である。アメリカのHDR市

場最大手であるTiVo社は，自社のユーザーに

生じている情報行動における変化のひとつと

して，かつて大多数の視聴者を集め，高い視

聴率を記録していた「プライムタイムjとい

う概念がその実体を失いつつあると指摘する。

つまり，リアルタイムで見られることを前提

としていたかつてのテレビと異なり， HDRユ

ーザーの間ではテレビは見たい時に見るもの

となり，その意味で「どんな時間帯でもプラ

イムタイム」となっていくというのである

(百VO，2004)。

アメリカでは近年，特に若年層にとっての
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「プライムタイム」が従来よりも遅い時間帯

(午後10時一深夜 1時)に移行していると言

われるが(例えばCAB，2004) 17)， HDRはこ

のような傾向を一層推し進め，ユーザーにと

って都合のよい時間帯を「プライムタイム」

に，あるいはまた平日の聞は多忙なユーザー

にとっては週末を「プライムタイム」にする

といった変化を促す可能性がある。

(2)テレビ接触時間の増加

また， HDRユーザーを対象とした幾つか

の調査からは，リアルタイム視聴とタイムシ

フト視聴を合わせたテレビ接触時間が，現在

のユーザーの闘で増加する傾向が見られるこ

とが示唆されている。例えばイギリスのHDR

所有世帯を対象に2004年 9月に行われた調査

では， HDR導入前と導入後で，タイムシフト

視聴時間が増加しでも，リアルタイムでのテ

レビ視聴時間が減少することはなく，結果と

してテレビ接触時間全体は増加したという

(電通，2005)。

HDRユーザーがEPGを積極的に活用する

ことで，それまで帰宅・在宅時間や放送時間，

その他の理由で視聴できなかった番組を録画

しタイムシフト視聴するといった習慣が定着

し，テレビ接触時間の総量が増加する可能性

は充分にある。また現時点のHDRユーザー

の中には，もともとテレビ全日司車が「好き」で，

より積極的に，より快適にテレビを視聴する

ためにHDRを購入した人が少なくないと思

われる。だとすれば，乙うした人達の聞で

HDRによってテレビ視聴がより楽しいものと

なり，テレビ接触時間が増加する乙とに繋が

ったとしても何ら不自然ではない。

(3) これまで見なかった番組との出会い

矢野経済研究所 (2005)は， HDRユーザー



のテレビ視聴習慣上の変化として， 1これま

で時間帯の都合で見ないでいた番組を見るよ

うになったJ48%， i好きな歌手やテーマの

番組を漏らさずに見ることができるようにな

ったJ22.1%， 1これまで見なかったようなジ

ャンル・番組を見るようになったJ14，3%な

どの点を挙げている。 (2)とも関連するが，

HDRのEPG機能を活用することで，これまで

放送の存在自体を知らなかった番組に接触す

る機会が増えることは充分想定される。 ICM

飛ばし」や， 1番組の中で見たい場面だけを

見る」といった視聴の仕方によって，逆に一

定時間の中で視聴する番組の数を増やすよう

な習慣が生まれることもあり得るだろう。

これまで見てきたような， HDRがユーザー

に与えるテレビ視聴への影響は，大きくまと

めるならば，以下のような 2つの傾向として

理解することができると思われる。

まず第一に， 111寺問効率化視聴」という側

面である。この場合の「時間効率化」は，タ

イムシフト視聴をしながら，見たい部分だけ

を見たり， CMスキップをしたり， i追L功ミけ

再生」をするなどして，本来の放送時間より

も短縮した形で番組を視聴するという意味

(=時間の節約)と，番組をリアルタイムの

放送に合わせるのではなく，自分の都合のよ

い時間帯に引き寄せて，見たい番組を見たい

時間帯に視聴するという意味との三重の意味

における時間効率化である。

また第二に，テレビ番組視聴をHDRを通じ

て「快適化」しているという側面がある。こ

れは一日のうち，おのずと無制限ではないテ

レビ視聴の時聞を， HDRを活用することでで

きるだけ快適な時間として過ごすという傾向

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

である。テレビ番組祝聴を「快適化jするた

めには，放送予定通りの「お仕着せ」の番組

視聴ではなく，より自分の関心や好みに合っ

た番組を選択的に視聴する必要がある。 HDR

ユーザーにおけるテレビ接触時間の増加，視

聴番組・ジャンルの拡大は，テレビ番組視聴

を「快適化jするという視聴者の欲求が， HDR 

によって部分的に実現されているものと見な

すことができるであろう。

。官思議苦
HDRの普及は，現在まだ初期段階である。

従ってこれまで検討してきたHDRユーザーの

情報行動は，初期段階のユーザー特有のもの

であるという可能性がある。 HDRに限らず情

報メディア機器の初期ユーザーは，コンテン

ツ・情報収集への意欲，コスト・エネルギー

などのかけ方において社会の大多数の消費者

とは異なった傾向を持つからである (Rogers，

1962 ;原， 2005)。

では過半数の世帯に普及した時点での人々

の情報行動への影響や規模は，どの程度のも

のになるのだろうか。またHDRの社会経済

的影響，なかんずく従来型の地上放送のビジ

ネスモデルへの影響はどのようなものになる

のだろうか。ここでは，かつてのVCRに関す

る調査結果や研究成果を踏まえながら， HDR 

の普及がテレビ広告をベースとした地上放送

へ与える影響について，アメリカの事例を中

心に検討してpく。
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3. 1 タイムシフト視聴の今後の動向

矢野経済研究所が行った調査では，現在の

HDRユーザーにおいてはVCRを利用していた

時と比較して， HDRによる番組録画時間と再

生時間がそれぞれ増加傾向にあると指摘され

ている(矢野経済研究所， 2005) (表3)。これ

によると HDRを利用するようになって，

VCR利用時と比べて番組録画時間が週当たり

1時間以上増加したという回答が76.3%，再

生時間が 1時間以上増加したという回答が

71%に上っている。そしてリアルタイム視聴

時間は「変わらなLリが63.5%，1-2時間

減少したという回答が15.4%となっている。

これをもとに週当たりでの各時間を推計する

と，録画が 3時間 7分，再生は 2時間29分増

加し，一方で、リアルタイム視聴は20分の減少

となる。こうした結果を見ると，少なくとも

VCRが主流の時代と比較すれば， HDRによ

ってタイムシフト視聴が増加・一般化してい

く可能性は高いと見てよいように思われる。

ただし， HDRについて現在指摘されてい

る視聴行動上の変化や傾向は，実はその多く

が1980年代に普及を拡大したVCRのユーザー

表 3 HDRによる番組視聴の変化(日本・週当たり)

7-8h増 5-6h増 3-4h増 1-2h増 それ以上増 変わらない|

リアルタイム
0.3 l 3.3 8.8 。 63.5 

視聴時間

再生時間 2.8 11.1 20.3 30.9 5.9 

録画時間 7.1 11.7 20.3 27.4 9.8 

1-2h減 3-4h減 5-6h減 7-8h措 それ以上減

リアJレタイム
15.4 4 1.3 0.9 1.5 

祝聴時間

再生時間 1.6 0.4 。 。 0.4 

録画時間 0.7 0.6 0.1 0.1 0.6 

※矢野経済研究所 (2005)よη作成
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においても見出されていた。例えば，社会学

者のMarkLevyらがイギリスのVCRユーザー

を対象に行った調査では，録画する番組ジャ

ンルとして，映画が68%と最も高く，ソープ

オペラが46%，ドキュメンタリーが27%など

の順になっていた。そして録画される率が低

い番組ジャンルとして，時事問題を扱う番組

の 2%，ニュース番組の 2%などが挙げられ

ていた(Levyand Gunter， 1988 : 8)。タイムシ

フト視聴の対象となりやすいジャンルの傾向

はVCRもHDRもほぼ同様と見ることができ

る18)。また， CMスキップについても，タイ

ムシフト視聴の際にCMスキップを50%以上

行っているという回答は合わせて64%で(図

8) ，タイムシフト視聴の際のCMスキップが

かなり広範に行われていたことが分かる。

また乙れまで一方向的であったマスメディ

アの「送り子J-i受け手j関係がVCRによっ

て変化する可能性があるとして， VCRの登場・

普及をポジティブに評価する議論もあった。

すなわちとれまで一方的な「受け手」でしか

なかった視聴者が， VCR利用によって放送コ

ンテンツに対する能動性や積極性を高め，あ

る種の主体性を獲得するのではなL功ミと注目

図8 VCR利用者のCMスキップ率(イギリス)

50-74%スキップする 54% 
10% 

※Levy and Gunier， (l988): 34から作成



されたのである。例えば，消費者行動研究で

知られるP.パーワイズ，Aエーレンパーグは，

VCRによる視聴者側の変化について次のよう

に言っている。

「どのように視聴するのかという点では，わ

れわれは新しい卓越したコントロールカを子

にするにいたった。この機械によってわれわ

れは，テープを停止したり，巻き戻したり，も

う一度見たり，見たくない部分を早送りして

飛ばしたり，画像を静止させたり，スローモ

ーションにしたり，といった様々なことが出

来るようになった。J(Barwise and Ehrenberg， 

1988 : 79) 

しかし実際にはVCRの普及が，人々のテレ

ビ視聴行動に与えたインパクトは小さかった。

なぜならVCRは大多数の世帯に普及したもの

の， VCRを毎日のように使い，長時間に渡っ

て番組をタイムシフト視聴するようなユーザ

ーは増加しなかったからである。 NHK放送文

化研究所が 5年に l度行っている国民生活時

間調査では， 1日の中で実際にVCRを利用し

た人の割合(行為者率)を測定しているが，

VCRの世帯J普及率は1980年から1985年にかけ

て2%から28%に急上昇したものの， 1985年

の行為者率は 4%に留まっている(三矢，

2002: 27)。その後も行為者率はやや上昇す

るものの，行為者平均H寺聞は横1ftミが続いて

いる(表 4)。つまり， I普及が進むにつれ，

ただ所有しているだけのような人も含まれる

ようになり，全体としての利用の程度が薄ま

っていくという傾向があらわれJ(三矢，同

上:28) ，普及の上昇と利用の拡大とが比例

することはなかったのである。

VCRではタイムシフト視聴の割合も拡大し

なかった。電通がイギリスにおける2004年の

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

表4 テレビとVCRの行為者率と時間量(日本・国民全体，日曜)

198C年 1985年 1990年 199E年

テレピ行為者率 96% 94% 94% 96% 

行為者平均時間 4:15 3:53 3:58 4:34 

全国平均時間 4:05 3:40 3:44 4'23 

VCR 行為者率 4% 8% 日%

行為者平均時間 1 :32 1 :38 ):33 

全員平均時間j 0:03 0:08 0:08 

世帯普及率 28 67 74 

※三曳 (2002)かE配戟

テレビ視聴率データをもとに分析した結果に

よると，総テレビ視聴時間(リアルタイム視

聴と放送後 7日以内に行われたVCRによるタ

イムシフト視聴)に占めるタイムシフト視聴

率は2.6%に留まっている(電通， 2005:14)。

なぜVCRにおいて，普及の拡大が利用の拡

大にはさほど結びつかず，従ってタイムシフ

ト視聴もテレビ視聴行動に大きな影響を与え

るレベルにまで広がらなかったのか。それは，

そもそも放送が視聴者の能動性や積極性を要

求しない，いわば受動的なサービスモデルに

立ったメディアであることと無関係ではない

ように思われる。 P.パーワイズ， Aヱーレン

パーグはテレビ視聴が持つ二重の意味での受

動性について次のように言っている。

「①テレビ視聴は，ごくわずかの身体的・感

情的・知的な努力，もしくは経済的投資しか

含んでいない。②テレビ視聴は，殆どの場合

において，われわれが何をしたら良いか，なす

べきことが何一つないときの“暇つぶし"活

動のように見える。J(B町wiseand Ehrenberg， 

1988 : 123) 

実際，受動的なテレビ視聴の典型的な形態

としてしばしば引き合いに出される「ながら

視聴J(食事や会話，家事など他の行為をし
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ながらテレビを視聴する)は，常に人々のテ

レビ視聴時間のうちで一定時聞を占めている。

例えばNHK放送文化研究所の国民生活時間

調査では，平日における「ながら視聴」は，

1965年の一日平均 1時間14分から2000年の同

1時間17分と殆ど変化がない (NHK放送文化

研究所編， 2003 : 138) 19) 0 VCRが大多数の世

帯に普及しでも，テレビ視聴の受動的な側面

はそれほど変わることがなかったのである。

言い換えると， VCRについて一部の研究者

たちが指摘したテレビ番組視聴に対する能動

性や積極性は，テレビ視聴の持つ受動性とい

うメディア特性とは基本的に相容れない側面

を持っていたと言える。そして，その限りに

おいてはHDRも例外ではない。普及初期段

階においてHDRを購入し，積極的に利用し

ているユーザーの視聴行動と，社会の過半数

への普及後における人々の視聴行動とでは自

ずと大きな相違が生じる可能性は高い。テレ

ビ視聴に対する人々の姿勢がHDRによってド

ラスティックに転換し， Iながら視聴Iが急速

に消滅していくとは考えにくいのである。

3.2 進化する HDR-HDRにおける

「放送・通信の融合J

HDRが人々の視聴行動へ与える影響の程度

が最終的にどのくらいになるのかという点に

ついては，関係者・関係業界の問でも見方は

一様ではない。

NHK放送文化研究所が，放送，メーカー，広

告主の各業界の事業者を対象に2004年11月一

2005年3月にかけて実施したアンケート調査

では，各業界ともにVCRは近い将来にHDR

に置き換わっていくであろうと予測している

が，そのうえで，過半数の世帯に普及した2010
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年頃におけるタイムシフト視聴の状況につい

ては，業界によってかなり異なった観測がな

されている(図 9)。すなわち番組視聴時間の

半分程度が「タイムシフト視聴」になるとい

う予測は，放送事業者では 6%に留まるが，

家電メーカーでは43%，広告主では26%とな

っている。

業界闘でのこうした認識の濃淡は，自らの

ビジネスモテソレの拠って立つ基盤や，商品と

してのHDRに対する期待感や危機感の多寡

などによるものと推測される。しかしそれだ

けではない。 VCR普及当時のメディア環境と

現在のそれとの聞には極めて大きな遠いがあ

り， HDRをめぐる認識のギャップは，メディ

ア環境の現状と今後の動向に関する認識の遣

いにも起因しているように思われる。現在の

メディア環境を特徴づける諸側面，すなわち

放送のデジタル化，多チャンネル化，インタ

ーネットの普及，そして携帯電話に代表され

るモパイル型の情報端末の普及などは，いず

れもVC豆普及当時には存在しなかったもので

ある。そしてHDRが人々の情報行動，およ

び従来型の放送モデルに与えるであろう影響

図9 HDR視聴による空イムシフト視聴の予測(日本)

家電メーカ
(N~14社)

0204060801叩
(%) 

※NHIC敗退文化研究所によるアンケート調査鈴木 (2叩 5，)参照



についての正当な理解は，乙うしたメディア

環境の現状と HDRとの関係性への目配りな

しには不可能であろう。

そういう意味で注目されるのは， HDRが放

送番組を録画し再生するという機能のみなら

ず， VOD (ビデオオンデマンド)のようなサ

ービスやブロードバンドとの融合をはじめと

して，家庭用の総合的な情報端末としての機

能をも持ち始めている点である。そうした傾

向は，日本よりもアメリカにおいて進んでい

る。ここでは，そうした IHDRの進化」の先

駆例としてアメリカの百Vo社の戦略を一瞥し

ておきたい。

シリコンバレーに本拠地を置く TiVo社は

1997年に設立されて以来， HDR業界のパイオ

ニアとして順調に利用者を拡大してきた。す

でに見たように同社のHDRは，単体て、ITiVoJ

としても販売されているが，主として衛星放

送のDirecTVやケーブルテレビのComcastな

どのsrBI二百Voの機能を付加した形態でサー

ビス展開が図られてきた。 HDR自体の購入価

格を抑える一方で， Iウイッシュリスト」ゃ

「サジェスチョン」などの様々なEPG機能・

サービスの利用料金を月額で徴収するとL、ぅ

独自のビジネスモデルでも知られる。TiVoは，

アメリカの特に若者層のテレビ視聴習慣に大

きな変化をもたらしているとしばしば指摘さ

れ，アメリカにおけるHDRの代名詞的な存在

にもなっている。

TiVo社は2005年 1月から新サービス「τWo

To GoJをスター卜，またこの ITiVoTo GoJ 

を含む次世代の新たなサービス・プラットブ

オーム戦略ITal廿tiJを発表して注目を集めた。

ITiVoTo GoJ はTiVoの ISeries2Jと呼ばれる

機種向けに提供されるサービスで， TiVoのハ

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

ードディスクに録画した番組コンテンツをノ

ートパソコンなどに転送し，再生視聴する

ことができる。 2006年からはこの機能は，ア

ップルコンピュータの liPodJやソニーの「プ

レイステーション・ポータブル」などの携帯

型機器でも利用可能となる。必要なソフトウ

エアはインターネット経由で，ダウンロード

される仕組みになっている。

TahitiはTiVo社の次世代戦略の総称で，テ

レビ放送中心で展開されてきた従来のTiVo社

のサービスにネットワーク機能を付加し，ブ

ロードバンドとの融合をTiVoをプラットフォ

ームにして実現しようというものである。

Tahitiの主要な機能・サービスは以下のよう

なものである。

①動画を含むインターネット上のコンテン

ツを扱える

②テレビショッピング・ネットショッピン

グに対応する決済機能を持つ

③携帯電話やノートパソコンとのネットワ

ーク化を進め，番組以外のデータ転送や

携帯電話からの番組録画予約などができ

る

④視聴履歴などからブロードバンド上のコ

ンテンツや情報をユーザーの好みや視聴

パターンに応じて表示する却)

注目すべきは， Tahiti においては放送コン

テンツとインターネット上のコンテンツと

が，いわば同等に扱われることになる点であ

る。例えば，ある映画が好きなユーザーに対

して，その映画の主演俳優が出演するコンテ

ンツが，放送と通信の区別なく同じメニュー

画面上に表示・推薦される。その中にはケー

ブルテレビのチャンネルで放送予定の番組，

ブロードバンドの動画サービスでダウンロー
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ドできる映画，またオンライン庖舗から購入

するDVD，インターネットサービスプロパイ

ダーが提供する映画の予告編，などユーザー

が視聴できる様々なコンテンツの選択肢が含

まれる。それだけでなくユーザーの住む地域

の映画館の関連情報なども提供される。そし

てコンテンツや情報の利用・購入に必要な決

済を画面上で行うことができる 21)。この他，

キーワードを使って録画番組を検索する「ウ

イッシュリスト」やドラマなどをシーズンを

通して自動的に録画する「シーズンパス」な

ど， TiVoがテレビ放送向けに提供してきたサ

ービスの士オ象も， Tahitiにおいてはブロード

バンド上の情報・コンテンツへと拡張される。

またTiVo社は2005年11月，大手インター

ネット企業Yahooとのサービス提携を発表し

た。これにより， YahooのEPGサービスと

TIVoのEPGサービスが統合され，ユーザーは

自宅外にいてもパソコンなどを使ってEPGを

閲覧・利用し，そのままインターネット経由

でTiVoでの録画予約を行うことができるよう

になった。また， 2006年始めまでに写真や交

通情報，天気予報などのYahooのサービスを，

TiVoて、も利用できるようにする計画も発表さ

れている泊。

HDRはアメリカでは IPVR(パーソナル・

ビデオレコーダー)Jとも呼ばれている。こ

の呼称、は，放送番組をはじめとする映像コン

テンツに対するユーザーの能動性や積極性が

高いレベルで前提とされる，個人仕様に特化

された録画機という意味である。 Tahitiにお

いては放送番組とインターネット上のコン

テンツとを同一プラットフォームで扱うこと

のできる，まさにブロードバンド時代のPVR

が目指されているのである。
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こうしてHDRは， VCRIこ比べた場合の，

機能面における大きな遠いばかりでなく，単

なる放送番組録画用の家電製品という枠を越

え，ブロードバンド時代の人々の情報行動の

鍵を握る存在のひとつとしても関心を集める

存在になりつつある。

3.3 地上放送ビジネスモデルの変容

ブロードバンドとの融合も志向しながら進

化しつつ，急速に普及を続けるHDRに対して，

特にアメリカの商業放送・広告業界は強い危

機感を抱き始めている。そして関係各業界の

間では，今後見込まれる影響や対策などをめ

ぐって様々な議論が起きている (Schmitt，

2004 ; Soch， 2004，など)お)。

(1 )商業放送・広告業界の危機意識

例えば，メディアアナリストのJenSochl立，

アメリカの広告関係業界でつくるARF(Ad

vertising Research Foundation)が2004年6月

に開催したシンポジウムで， HDRの台頭によ

ってメディア業界が革命的な時代に入ってい

るとし，放送番組のリアルタイム視聴を前提

としたテレビ=放送概念が溶解し， I広告は

もはや30秒や15秒というテレビ広告の手法に

依存することはできなく」なっていると指摘

している (Soch，2004)。またアメリカ最大の

広告代理庖であるWalterThompson社のボ

ブ・ジェフリーCEOは， 2004年 6月のカンヌ

国際広告祭での講演で， HDRの普及やVOD

(ビデオオンデマンド)の利用拡大，それに

インターネソト広告の急速な台頭といった変

化の中で， Iネットワークテレビが現在と同

じビジネスモデルを続けていくならば，その

没落はもはや明らかだ」と指摘して波紋を呼

んだ。同氏は，現在ネットワークテレビに広



危

告費の 7-8割をつぎ込んでいるような広告

主は今後 5年以内に半分以下に減るだろうと

予測している2410

このような関係者，関係業界のHDRに対

する危機意識は概ね以下の 3点に要約するこ

とができる。

①視聴者の不可視化 HDRの普及に伴う

タイムシフト視聴の増加によって，リア

ルタイム視聴を前提とした，従来からの

視聴率言|測方法では把握できなL、TV番

組視聴者の数が，無視できないレベルに

まで増大する

②テレビ広告到達度の低下・タイムシフト

視聴の増加と，それに伴う CMスキップ

の増加によって，テレビ広告の視聴者へ

の到達度と広告効果とが減衰する

③インターネット広告との競合…急速に市

場を拡大するインターネット広告との競

争激化が予想される中，ブロードバンド

上のコンテンツも扱う HDRは，視聴者

のテレビ広告離れ，テレビ離れを引き起

こす，または加速させる

こうした中，アメリカでは番組視聴率や広

告到達率の測定方法を見直したり，新しいテ

レビ広告の手法の開発を模索するなど，本格

的な iHDR時代」の到来を見据えた様々な動

きが生じている。

(2)視聴率測定方法・ CM手法の模索

テレビ番組視聴率の測定方法については，

アメリカでほぼ独占的に視聴率調査を行って

いるニールセン・メディア・リサーチ社が，従

来の視聴率データに加え， 2005年12月から

HDRやVODによるタイムシフト視聴の視聴

データ測定を始めたほか， TiVo社と連携して

1iVoユーザーのタイムシフト視聴率の測定を

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

行う乙とにも合意している25)0 HDRやVOD

の利用の拡大によるタイムシフト視聴の状況

把握なしにはテレビ視聴率ビジネスが成立し

得なくなるという同社の危機感の現れと言え

る26)。

またニールセンのような従来型の視聴率調

査に依存しないデータ収集方法の模索も，特

にケーブルテレビ事業者の問で始まってい

る。ケーブルテレビ最大手のComcast社は，

フィラデルフィアでデジタルサービス契約者

およそ120万位帯の視聴データを収集，タイ

ムワーナーオセアニックケーブル社もハワイ

州で20万陛帯のデータ収集を始めている。こ

れはデジタ}l--STBIこ記録される，ユーザーの

チャンネル選択などの視聴履歴を解析するこ

とでリアルタイム，タイムシフトを関わず正

確な視聴データを把握するものである。こう

した方法は，今後ケーブルテレビのデジタル

サービス契約者が増加すれば，テレビ視聴率

計調uの主流になってpく可能性もある27)。

一方，テレビCMの手法それ自体を転換し

ようという動きも出ている。従来型のテレビ

CMはGRP(グロス レーテイング・ポイン

ト=視聴率を足し上げた数値)という指標を

使い，視聴率 1ポイント当たりの料金を設定

するという方法が一般的である。しかしこの

場合のGRPは放送後の視聴率データではな

く，前年同時期の視聴データをベースに計算

している。従ってタイムシフト視聴の実態を

測定することができたとしても， CMスキッ

プの実態が把握できなければ，広告主は計算

上想定された到達量を獲得できなくなる恐れ

が生じる。こうしたととから現在主流のスポ

ット型のテレビCMとは異なるテレビCM手法

の開発が試みられているのである。
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様々なモデルが検討されているがお)プロ

ダクトプレイスメント(以下， PP)はその代

表的なものであると言える。 PP自体は新し

いものではなく， 1970年代後半から映画の中

で企業の商品やサービスを露出する広告手法

として登場し，映画業界の中ではほぼ定着し

ている。このPPが， HDRによるCMスキップ

対策として，テレビ広告においても出演者が

身に付ける衣服やアクセサリー，飲食物，乗

用車などに商品や企業名を登場させる手法と

して，こと数年大きな関心を集めている。米

PQMedia社によるとアメリカの2004年のPP

広告費34.6億ドル(約3，980億円)のうち，テ

レビでのPPが18.7億ドル(約2，150億円)を占

めている制。「プロダクト・インテグレーショ

ン(番組と商品の統合)Jや「プラyデイツ

ド・エンターテインメント(企業のブランド名

浸透を狙ったエンターテインメント )Jなどの

応用的手法も定着しつつあり，特に欧米でブ

ームとなっているリアリティショー(素人参

加型番組)などを中心に，こうした手法はー

措置化しつつある。そしてニューヨークのIAG

社のように，このPPの広告効果測定サービ

スを展開する調査会社の存在も注目され始め

ている30)。

(3) HDRを活用した手法の開発

HDRを逆に利用しようという広告の手法

も関心を集めている。ここでも先進的な動き

で注目されているのはTiVo社で、ある。 TiVo

社は，まず2005年7月， TiVoの機能にポップ

アップ広告機能を追加した。これにより，視

聴者が早送り機能を使ってCMを早送り (16

倍速)する場合にも広告画面が 4分の lの大

きさで表示され，またこの画面をクリックす

ると番組を一時停止にしたまま拡大版のCM
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(2 -3分程度)を見たり，当該製品のより

詳細な情報を入手したりすることができる。

そしてこうした視聴行動のデータは，ユーザ

ーの同意のうえで広告主にも提供され，広告

効果測定やターゲットをより絞った広告戦略

に応用される。乙の機能は当面， τWoからソ

フトを直接ダウンロードしている120万台が

対象で，衛星放送やケーブルテレビのSfBに

機能付加されたタイプのHDRは対象となっ

ていない。しかし今後放送事業者や広告業界

とTiVo社の連携が進めば，こうした動きが広

がってLぺ可能性は高い。

TiVo祉はまた，初のテレビCM検索サービ

スを2006年春から導入しようとしている。こ

れは， Interpublic Media社， OMD社などの大

手広告代理庖やケーブルテレビ最大手の

Comcastの広告部門などと提携した開発中の

サービスで，利用者がインターネット検索と

同じように，カテゴリーや人名などの関連キ

ーワードでテレビCMを検索できるというも

のである。入力したキーワードに関連するCM

は，TiVolこよって定期的にダウンロードされ，

利用者が録画したテレビ番組のリストと並ん

で表示される仕組みになっている。これによ

ってテレビCMは双方向的になり，ユーザー

の興味と広告とを有効的に結び付け，効率性

の高いテレビCMが実現されるという 31)。

TiVo社は「視聴者はすべてのCMを早送り

するのではなく，関心を持つ分野については

むしろCMを歓迎するjとし， HDRはテレビ

番組視聴だけでなく， CM視聴の主導権も「送

り手」から「受け手」へと移行させるべきな

のだと自社の戦略について説明している 32)。

このように見てくると， TiVoが目指している

のは放送の世界における，いわば igoogleJ 



型のポータルサイトのようなサービスモデル

であると言える。

(4)インターネット配信モデルの模索

広告業界やHDR業界における様々な動き

の背後にインターネット広告市場の急成長が

あることも見逃せなLミ(表 5)。アメリカにお

けるインターネット広告費は， 1996年の 2億

6，700万ドル(およそ302億円)から2004年の96

億2，600万ドル(およそ 1兆870億円)と 8年間

で36倍の規模に急拡大している(Price-

waterhouseCoopers，2005)。そしてJupiter

Research社によると今後も成長は続き， 2007 

年には138億ドル(およそ 1兆5，590億ドル)と

なって雑誌広告と並び， 2009年には161億ド

ル(1兆8，190億ドル)まで拡大，総広告費の

6，5%に達すると見込まれているお)。インター

ネット広告市場は，日本においても急速に拡

大している。インターネット広告費は， 2004 

年の総広告費の3，1%にあたる 1，814億円で，

ラジオ広告費と並んだことで話題を呼んだ。

このようなインターネット広告市場の急拡

大およびインターネットユーザーの急増を背

景に，アメリカの放送事業者はインターネッ

表 5 日米におけるイン空ーネット広告費の推移

アメリカ(100万ドル) 日本(依円)

1996<" 267 16 

1997年 907 60 

1998'ド 1，920 114 

19四年 4，621 241 

2000年 8，087 590 

2001年 7，134 735 

2002年 6，010 845 

2003年 7，267 1，183 

2004年 9，626 1，814 

※PricewaterhouseCoopers (2005)と電通
rZ001年(平成16年)日本の広告世Jより作成

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

ト上への番組配信も本格化させている。 CBS，

NBC， ABCの商業ネットワークは，いずれも

最新ニュース番組のインターネットへの無料

配信を始めた。それぞれのネットワークの

Webサイトで当日と当日以前一週間分のニュ

ース番組を視聴することができる。いずれも，

それぞれのニュース項目の冒頭に15秒一30秒

程度のCMが抑入されており，こうした形式

のCMによる広告収入拡大を狙ったものであ

る。 Zれらの商業ネットワークはまた，ケー

ブルテレビや衛星放送を使って，人気番組を

放送直後からオンデマンド販売するなどの試

みも始めている。乙のように，従来型のスポ

ット CMへの依存度を低くして，新たな収益

源を確保していこうとする動きは今後さらに

本格化していくと見られているω。

@視聴者の変向上放送の
行方

これまで検討してきたようにHD丑は商業放

送にとって従来からのビジネスモデルの根幹

に関わる問題を投げかけている。しかし問題

はそれだけではない。 HDRが人々の情報行動

やコミュニケーション行動へ与える影響は，

公共放送を含む地上放送全体にも，より大き

なレベルで及ぶ可能性がある。この問題につ

いて，テレビ視聴の個人化・細分化や，放送

の公共的役'訓・機能との関連を中心に考察す

る。

4， ， 視聴の個人化・細分化

HDRは，テレビの進化形態として関係業界

の問で構想されてきた双方向型テレビ・蓄積

NHI 



型テレビのプロトタイプとして位置付けるこ

ともで、きる。 17~ え líブロードノ、f ンド自寺{-'\;のテー

ジタルコンテンツサービスの技術的フォーマ

ットやサービスモデルの国際規格などの策定

について，各国の関係業界が議論を続けてき

たTV-AnytimeForum (1999年一2005年)は，

近未来の双方向型テレビのあり方について次

のように言っている。

ITV-Anytimeは，視聴者が望む時に，望む

方法でテレビ番組を視聴することを可能にす

る。視聴者は，伝統的な放送だけでなく，通

信ーによるmしいインタラクティブサービスも

加え，様々な経路から放送コンテンツを探し

出し，そして獲得することができるようにな

る。つまり，番組はいつでも視聴可能なのだ。

TV-.おlytimeは，放送の持つ『即時性』とイン

ターネットが持つ『柔軟性』とを統合するも

のなのである。 (TV-AnytimeForum， 1999) J 

HDR利用者によるタイムシフト視聴や， H

DRを通じた放送と通信の融合は，一方にお

いてVCRの登場以来議論されてきたマスメデ

ィアの「受け手jの情報・コンテンツに対す

る能動性や積極性，ひいては主体性を増大さ

せる契機となる可能性も指摘されているお)。

そしてHDRによって可能になる利用コンテ

ンツの選択肢の多様化が，受け手の次元にお

けるコミュニケーションの多様化・多元化に

寄与するという可能性もある。こうしたコン

テクストにここで詳しく立ち入る余裕はない

が， Eカッツら以来の「利用と満足」研究や

カルチュラル・スタディーズの視聴者研究な

どで展開されてきたいわゆる「能動的オーデ

イエンス」論(例えは:Ang，1996;吉見編，2000

など)との関連においても， HDRのユーザー

像は検討される必要があるだろう。
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またHDRの普及と利用の拡大は，この10

-20年の聞に進んできたとされるテレビ視聴

の個人化・細分化をさらに推し進める可能性

がある。なぜなら HDRは自分の趣味・関心

に合った番組を検索しながら録画・視聴する

視聴スタイルを生み出しているうえ，タイム

シフト視聴の対象となるコンテンツが録画さ

れたものである以上， 1ながら視聴jではな

く「専念視聴」を拡大する可能性が高L功冶ら

である。すでに1980年代のVCRの普及期にも，

VCRの利用による個人視聴の増加は確認され

ていた。例えば社会学者M町kLevyらがイギ

リスで行った調査によると(表6) ，コンテン

ツを 11人で視聴する割合」は，リアルタイ

ムのテレビ視聴では25%であるのに対して，

VCRによるタイムシフト視聴では59%，逆に

I家族と一緒に見る割合」はリアルタイムの

テレビ視聴の42%に対し， VCRのタイムシフ

ト視聴では22%であった(Levyand Gunter， 

1988 : 38)。

もちろん，テレビ視聴の個人化・細分化は

VCRやHDRによってのみ促進される現象で

はな1'0 1980年代後半から広範囲に普及した

リモコンの登場と，それによるチャンネル切

り替えの頻繁化(=ザッピング)や，テレビ

の複数台所有世帯の増加，個室の増加は，テ

表 6 r，人で視聴するかH家伎と視聴するかJ(イギリス)

リ7!"タイム タイムシフト視聴

机聴(%) (VCR)(%) 

l人で視聴する 25 59 

家族(大人)と緒に視聴する 42 22 

家族(子供)と絡に視聴する 9 6 

家族(大人ー子供)と 緒に視聴する 17 6 

その他 7 7 

※Levy and Gunterユ(19881より作成



レビ視聴の個人化・細分化の増加要因になっ

たと考えられている。 NHK放送文化研究所

の調査では，テレビを 11人だけで見るほうj

か， 1ほかの人といっしょに見るほう」かの割

合は，この30年あまりの聞に，前者が21%か

ら44%へ増加，後者は71%から 46%へと減

少している (NHK放送文化研究所編， 2003 

124)。

またケーブルテレビや衛星放送などの普及

による多チャンネル化も，テレビ視聴の個人

化 細分化に影響を与えている。テレビ視聴

時間総体が大きく変わらなければ36) 多チャ

ンネルが視聴可能になることで，チャンネル

当たりの視聴11寺聞は減少する傾向があるから

である。 NHK放送文化研究所が， 2002年に三

重県四日市市のケーブルテレビ加入者を対象

にした調査では，地上波のみを見る人と，多

チャンネル環境にある人を比較すると 1週間

にl回でも接触するチャンネル数は，前者の

7.1局に対し，後者では12.6局となっていた

(鈴木・原， 2ω3: 16-17)。

多チャンネル化がより進んでいるアメリカ

でも同様である。アメリカではこの10年あま

りの聞に l世帯当たりの平均チャンネル数は

約3倍に増え，現在は90チャンネル程度にま

でなっている。こうした中，例えば受信可能

チャンネルが11-20チャンネルの人と81-

90チャンネルの人を比較すると， 1 週間当た

りの視聴チャンネル数は，前者平均の 5チャ

ンネルに対して，後者平均では16.4チャンネ

ルと 3倍以上の聞きが出ている(図10)。確か

に受信可能チャンネル数が増えても，単純に

それと正比例して実際の視聴チャンネル数が

増えるわけではない。しかし多チャンネル化

が受信チャンネル数を増加させ，結果として

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

テレビ視聴の個人化・細分化を促進させる傾

向があることは間違いないように思われる。

HDRはこうした傾向をさらに増幅する可

能性がある。なぜならば，第一にHDRは，

視聴者の接触チャンネル数(=チャンネルレ

パートリー)を拡大する機能を持つ。 HDRは

EPGと連動することによって，番組選択の際

の「放送時間Hチャンネル」という従来から

の2つの準拠軸に加え，番組ジャンルや特定

タレントなど「コンテンツ内容」という新た

な軸を加えることで，利用者の視聴対象範囲

を大幅に拡大することになるからである(尾

関， 2002: 22)。

第二に， TIVoのようにブロードバンドとの

融合を可能にするようなHDRの登場は，利

用者による視聴コンテンツの選択対象を，放

図10 受信可能チャンネル数と週間受信チャンネル数
(アメリカ)
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送という領域自体を超えて通信コンテンツに

まで拡大する。そしてそこでは，視聴コンテ

ンツが地上放送かケーブルテレビか，あるい

はインターネット上のコンテンツなのかとい

った[送り手」や伝送路レベルにおける差異

は，利用者の次元においては希薄化するか，

もしくは殆ど無意味化することが想定される。

だとすれば，仮にHDRが本格的に利用される

ことになれば，テレビ視聴の個人化・細分化

効果はリモコンの普及や多チャンネル化など

とは比較にならないほどのインパクトを持つ

ことになる。

4.2 HDRの普及と「地上放送の

公共性」の行方

テレビ視聴の個人化 細分化は，米FCC

(2002)も指摘するように「放送局が視聴者に

どんな番組を見せるかという受動的な視聴に

代わって，コンテンツをいつ見るかというこ

とに関する支配権が，放送局から視聴者の側

に移行」する可能性を含んでおり，また

IPVR (=HDR)のような新しLミホームビデオ

テクノロジーの増大は，個人視聴の傾向が今

後より広範にわたっていくということを意味

しているJ(FCC， ibid : 97)。

だとすれば， HDRの普及に伴って予測さ

れるテレビ視聴の個人化・細分化は，これま

でコンテンツの[送り手jとしての放送局が

担ってきた「番組編成」の理念や戦略，およ

び「番組編成」を通じた放送の公共的役割・

機能(ニ放送の公共性)に関わる問題として

捉え直される必要がある。 HDRは利用者の次

元においてコンテンツ・情報の多様な空間を

生み出す可能性を持つが，従来そうしたコン

テンツ 情報の多様性は，放送メディアがそ
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の活動を通じて実現すべきものと考えられ，

またそうした放送の公共的役割・機能を担保

するために様々な法制度や規制が必要だとさ

れてきたからである。

コンテンツ・情報の多様性と「放送の公共

性」の関係については，様々な議論や調査結

果から，互いに相反する 2つのシナリオが想

起される。

第一のシナリオ

第一のシナリオは，地上放送にとって，ネ

ガティブなものである。すでに進行している

人々の情報行動の個人化・細分化が， HDRに

よってより一層進展し，また同時にτ1Vo社の

Tahitiのようなサービスが浸透， 1放送と通信

の融合Jがユーザーレベルにおいて進展する

結果，放送によって提供される情報・コンテ

ンツは，人々が手にする多種多様なコンテン

ツの中の単なる一部分を構成するものに過ぎ

なくなる。そして放送局は「放送局jではな

く，有力なコンテンツプロパイダーのひとつ

に過ぎなくなる。その場合，情報 コンテン

ツの取捨選択は，個人の趣味・晴好に主軸が

置かれることとなり，メディアの娯楽化傾向

が極大化していく(小林， 1993)。これは別の

言い方を借りれば[“L、いと乙取り"行動Jと

「好奇心」を「動力とする好奇心経済への変質

と放送・文化の商業化J(長屋， 1998)のとめ

どない深化にほかならない。

米FCCの1991年の報告書“Broadcasting

Television in a Multimedia Marketplace" (1多

チャンネル化市場における地上波放送J)は，

90年代以降の多チャンネル市場の進展とその

中での地上放送の行方について，次のように

予見していた。

13大ネットワークの収入は視聴者数の減少



に応じて下降するであろう。 3大ネットワー

クの番組は，より低コストで低品質のものと

なるであろう。そのことは 3大ネットワーク

が，視聴者にとっても，広告主にとっても，ユ

ニークな存在ではなくなった結果起こること

である。(中略)地上波テレビネットワーク

も地上波テレビ局也，非放送系メディアに進

出して，その番組制作，パッケージ化及び編

成能力の多目的利用を図るであろう，J(FCC， 

1991 : ix) 

つまり，多チャンネル放送の進展とそれに

伴う視聴者の細分化によって，地上放送の相

対的ポジションは低下，従って視聴者数およ

び広告収入も低下，結果として地上放送の番

組の品質が劣化する，という悪循環が発生す

るというのである。この報告書はまた，地上

放送の地盤沈下の問題は，公共放送も免れる

ととはないと指摘していた。アメリカの公共

放送は，少数者のニーズや意見を反映した番

組を制作・放送することをその使命のひとつ

としてきたが，そうした存在意義も多チャン

ネル化に伴う多様な番組供給の実現とともに

次第に失われ，人々の支持を得られなくなる。

HDRはテレピ視聴と放送をどう変えるか

結果として収入が低下し，公共放送が保って

きた番組品質も低下することになるという

(FCC， ibid : 160-161)。

同報告書は，視聴者の細分化が今後これ以

上進むと，アメリカ社会がその文化的アイデ

ンティティを喪失し，ひいては社会の統合性

が脅かされるのではないかという危機意識に

立っている。テレビ視聴の個人化・細分化に

よって作り出される多様性が，人々のコンテ

ンツ選択一消費のI隔の多様性としてのみ再生

産され，社会的コミュニケーションの多様性

や社会的意思形成の実現へと媒介されないと

いう事態は，確かに放送の公共的使命にとっ

て危機的であると言わねばならない(阿部，

1999 : lll)。

この予測は，少なくともアメリカの状況に

関する限り，現在に至るまでの事態の推移の

ある側面を，かなり正確に言い当てているよ

うにも思われる。 3大ネットワークの視聴シ

ェアは90年代を通じて下がり続け， 1999年に

ケーブルテレビに逆転された後も，その差は

拡大し続けている(図11)。伝統的に「番組の

多様性H地域コミュニティへの貢献H公共

図11 3大ネットワークとケーブルテレビの視聴シェア(アメリカ)
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の福祉に資する番組の放送」の実現を，その

放送行政の基本的目標としてきたFCCは今，

大きな岐路にさしかかっているように見える。

11996年連邦通信法I以降のメディア所有規

制をめぐる一連のFCCとアメリカメディア業

界の迷走ぶりは，その何よりの証左と言える

かもしれなLミ(池田， 2005)。

多チャンネル化やインターネットの普及に

よって生じた，このような地上放送の危機的

状況は， HDRの登場と普及によって，さらに

加速していく可能性がある。HDRだけでなく，

オンデマンド型の番組配信サービスや，アッ

プル社のiPodのような携帯型端末などの普

及・利用の拡大もこうした傾向に拍車をかけ

る。メディアの世界において地上波が占める

相対的地位が日本よりも低いアメリカのほう

が，事態はより早く深刻化する。最終的には

地上波がこれまで実践してきた多様な番組の

多様な編成(総合編成)の考え方は，その存

立根拠を失って無意味化し，商業放送のみな

らず公共放送を含めた地上波全体が大きな方

向転換を迫られることになる。

第二のシナリオ

第二のシナリオは， HDRによって作り出さ

れる情報空間と，放送によってもたらされる

情報空間とが，新しく，ポジティブな関係を

結ぶというものである。周知のように放送活

動における多様性には，幾つかの位相がある。

すなわち，放送活動に携わる事業者の多様性，

番組の I総合編成」理念に基づく全提供番組

の構成の多様性，そして各番組の内容に関わ

る編集の多様性(公平 中立性)である。こ

のような放送をめぐる多様性は，第三のシナ

リオでは， HDRの普及が拡大したとしても基

本的に揺らぐととはな1'0 VCRやパソコン，
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携帯電話など情報・メディア関連機器の常と

して，普及の拡大と利用の拡大は符合するこ

とはなく，積極的利用者(=1ヘビーユーザ

ーJ)とそうでない人々とに分かれ，絶対数

からすれば後者に比べ前者は相対的には少数

になる。従って，仮にHDRが予測通り過半数

の世帯へ普及したとしても， HDRの積極的利

用(タイムシフト視聴やHDRを通じたインタ

ーネットコンテンツなどの視聴)を大多数の

人々が行うようになるとは考えにく L、
無論， HDRにおいても積極的なユーザーと，

そうでない人々との二極分化は生じるであろ

う。そして，これまで見てきたようにHDRが，

コンテンツや情報選択における「受け手」の

主導権をこれまで以上に強化するがゆえに，

放送事業者が行ってきた活動のある部分は，

コンテンツ・情報の収集・取捨選択能力を身

に付けた「主体的」で「能動的Jな「受け手J

(積極的ユーザー)にとっては不要なものに

なるだろう。しかしそれと同時に，そうした

積極的なHDRユーザーを対象に，よりターゲ

ットを絞った新しい広告手法が確立，浸透し，

地上放送の収益構造を支える新たな柱のひと

つとなっていく。そしてユーザーは，放送・

通信を含む多様なコンテンツとの新たな「出

会い」や広告情報のより有効な活用などを通

じて，現在よりも遥かに利便性が高く，豊か

な情報空間を享受することになる。

また積極的なHDRユーザーの問で，地上

波放送が提供するような「総合的」な情報・コ

ンテンツの意味・意義が再認識されるという

可能性もある。多チャンネルやインターネッ

ト上には膨大なコンテンツ・情報が流通して

いるが，特にインターネット上では，無数に

存在する「送り手Jの立場や背景，専門性は



問われることなく，無数のコンテンツ・情報

は基本的に等価なものとして並存している。

こうした中から「受け手」が有用で信頼でき

る情報を効率的かつ適切に利用・受容するた

めに，情報収集・編集の専門集団である放送

局によって作り出されるコンテンツ情報が，

ある種の準拠枠，もしくは参照・判断材料と

して，必要とされ続ける可能性は高い。

実際，アメリカのThePew Research Centel 

が2004年に出した『メディア利用と信頼性に

関する研究』においては，インターネットの

急速な普及に伴ってテレビニュースの視聴者

や新聞の読者が減少傾向，高齢化傾向にある

こと，そして特に若年層における情報取得メ

ディアが マスメディアからインターネット

へと移行しつつあるととが指摘される一方で，

彼らのインターネット上での情報入手先の多

くが放送局や新聞のWebサイトであるという

点が指摘されている (ThePew Research 

Center， 2004 : 9) 37)。

間報告書も指摘するように，特に若い世代

の視聴者のテレビ離れが進んでいるとはいえ，

依然テレビは人々の情報源として最也よく利

用されるメディアであることに変わりはない。

先にドラマなど娯楽系コンテンツと比べてニ

ュース番組や情報番組はHDRによるタイム

シフト視聴の対象にはなりにくいことを兇た

が，このことはテレビが他のメディアとは異

なって「いま ここ」で起きていることを伝

え，それが多くの人々によって共有されるこ

とによって成り立つというメディア特性を持

っている乙とを示している。そうしたテレビ

のメディア特性は，乙の第二のシナリオの立

場に立てば，仮に本格的な IHDR時代」が到

来したとしても基本的には揺らぐことはない。

HDRはテレビ祝J陪と放送をどう変えるか

以上2つのシナリオは，無論，いずれもや

や極端なものであり，デジタル化やネットワ

ーク化，多チャンネル状況などに関する，日

米のメディア状況の差異等にも深くは立ち入

っていない。またアメリカでは規1真が小さく

放送ジャンルも限定的な「小さな公共放送=

PBSJが存在するのに対し38) 日本では，多

様な番組を複数のチャンネjレで放送する「大

きな公共放送=NHKJが存在しており，この

遠いは両国の地上波の公共的役割・機能を考

えるうえで無視できない前提でもある。そう

である以上，アメリカと日本とでは， HDRを

めぐる展開も異なった推移を辿る可能性があ

り，それぞれを継続的な調査・研究によって

検証することは今後の課題である。

しかしどのようなシナリオを描くにせよ，

HDRの普及がもたらしつつある人々の情報行

動の変容は，今後の地上放送のあり方を構想

していくうえでの様々な課題と手掛かりとを

示唆していることは間違いないであろう。

おわりに

本稿では，現在日本とアメリカで急速に普

及しつつあるHDRに注目し， HDRが人々の情

報行動，テレビ視聴行動に与える影響，商業

放送・公共放送を含めた地上放送に与える影

響はどのようなものかについて，幾つかの角

度から考察してきた。

HDRは，従来のマスメディアにおける「送

り手J-1受け手j関係を変化させ，情報や

コンテンツの編集，編成といった，これまで

「送り手」サイドに属していたプロセスのあ

る部分を無意味化する潜在力を持っている。

またHDRと同様の方向性を持つ情報メデイ

ア機器やサービスは他にもある。インターネ
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y ト利用者の拡大は言うに及ばず，日米で今

急速に広がりつつあるVODやデータ放送な

どの双方向型サービス，あるいはラジオ放送

のあり方を根本的に変えつつある「ポッドキ

ャスティングJ39)なども HDRと同様の変化

を促す可能性を持っている。そしてアメリカ

では，これまで主として公共放送やケーブル

テレビを中心に展開されてきたパブリック・

アクセス(放送への市民・視聴者の参加)に

おいても，インターネット上のウェブサイト

や無料衛星放送を活用するなど，デジタル化

と伝送路の多様化に対応した新たな形態が注

目されつつある40)。

こうした動きのひとつひとつが，現代のメ

ディア環境全体の変化を構成しているのであ

って，本稿で検討してきたHDRをめぐる様々

な事象は，そうした大きな流れにおいて位置

付けられ，理解されるべきであろう。 HDRの

登場と普及に端的に象徴されるような現代の

メディア環境の様々な変化によって，従来型

の放送のような「一対多」というマス・コミュ

ニケーション空間は， I一対~J と L ミうノ fーソ

ナル・コミュニケーション空間によって徐々

に浸食され，両者の境界線は次第に暖昧化し

つつある。そしてそれは不可逆的なプロセス

であるようにも見える。変化を統ける現代の

メディア空間を，的確かつ継続的に計測-把

握していく地道な作業なしには，地上放送が

今後果たし得る役割や機能を見定めていく乙

とはできないはずである。

(よねくら りつ)
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注:

1 )野村総研 (2005)の予測値では日本では2C凶年中

に15.2%，Forester Research (2004a)の予測値で

はアメリカでは11%である

2 )VCRが一般の家庭に初めて登場したのは， 1965 

年のことであるが(ソニーのCV2000)，VHS方式

(日本ビクターのHR-3000)が発売された1976年

以降，先進国を中心に急速に普及した。現在日本

における世帯普及率は82%(内閣府の「消費動向

調査j平成16年3月上アメリカでは86%(Centris 

社調査)に遣している。なおFCC(2002)によれば，

アメリカの全テレビ所有世帯の40%を超える4，600

万世帯が複数台のVCRを所有している

3 )アメリカにおける放送・通信のデジタル化の状

況については，池田米倉 (2005)に詳しい

4) Informa (2005)によると，アメリカの2005年に

おけるテレビ所有世帯数は 1億915万世帯である

5)MM総研のニュースリリース (2005年6月1日)

による。立おIDCJapanによると2002年の圏内に

おけるHDRの出荷台数は46万台，出荷金額は518

億円で品った

6 )仮にごうした予則や調査結果が正しければ，例

えば日本国内での登場からおよそ10年で過半数の

世帯に普及するという HDRの普及スピードは，か

つてのVCRとほぼ同程度である。これは，登場か

ら10年で世帯普及率が90%を超えたカラーテレビ

や携帯電話などよりは下回るが，パソコン，ファ

ックス!ステレオなどの家庭用メディア関連機器

を上回るスピードである

7) Informa Media社のプレスリリース (2ω4年9月

4日)による。 h均//www.informamedia.com 

8) TiVo社は2005年9月守 HDR市場における価格

競争を背景として，同社のHDRを購入後，手続き

をすれば150ドルの返金が受けられるという実質

値下げを実施?同社のシリーズ2と呼ばれる機種

は実質的には米国内でも最も安い49.99ドルで販

売されることになった

9) NCTA (2004)によると!すでに殆どのアメリカ

のケーブルテレビ事業者がHDR事業に着手してお

り， 2004年第3四半期現在の数字では?最も利用

者が多いのはTimeWarnerの70万9，000人1 次いで

Comcastの29万4，000人， Coxの12万7，000人など



     

となっている

10)国内におけるHDRの先駆けとなった東芝のRD-

2000 (2001年発売)の販売価格は27万円であった

が， MM総研によれば， 2004年度の平均出荷単価

は5万1，900円であった。 MM総研ニュースリリー

ス(向上)参照

11 )米LyraResearchの調査によると， HDR利用者

の43%は視聴する番組の「追いかけ再生」をして

いるという(横山，2005参照)

12) 日本メーカーの一部機種にも同種のものがある

13) 日本ではテレビ朝日のADAMSサービスや，衛

星放送のSkyperfecTVなどのほか、インタ ネッ

ト上ではONTVJapanなどのサ ビスが品る

14)イプシマーケティング研究所 fTVタイムシフ

ト視聴に関する調査」ニュースリリース (2005年

8月23日)参照

15)アメリカにおける最大手の百Vo社のHDRIこは 1

前回に視聴していた(起勤時に合わされる)チャ

ンネルについては直前30分を自動録画する機能も

ある

16) Broadcasting&Cable， 2004.10.18，‘Advertisers 

日linktwice， look for better return on inves白lent'

17)間報告によれば， 18-34歳の男性では，テレピ

に接触する時間帯として，深夜 O時-111寺が最も

多く， *古いて111時-1211寺， 1011寺一1111寺のI1固と立

っている。なお全年層平均では，深夜O時-111寺

は6%である (CAB，2004) 

18)戸村 (1989)によると，日本のVCR利用者にお

いても全く同様の傾向が見られ，映画やドラマな

どのいわゆるパッケージ物の録画率が高く，ニュ

ースなどの録画率が低くなっている。また電通

(2005)によれば， 2∞3年にイギリスのBARBの視

聴率デ タを分析した結果でも，同様の傾向が指

摘されている

19) 日曜日についても 1965年の平均 1時間22分から

2000年の同 1時間15分とほぼ変わっていない。た

だし?向調査によると専念視聴の割合がやや増加

している

20)百VoTo GoおよびTahitiの詳細についてはTiVo

社のHP(h仕p:/ /www.tivo.com/O.O.asp)を参照

21) 2005年 1月にラスベガスで開催された国際家電

見本市 (CES)でのTiVoのテ訟モの内容による

HDRはテレビ視聴と放送をどう変えるか

22)τ'iV01士のプレスリリース (11月7日)による

23) ARF (A伽ertisingResearch Foundation) Market 

ing Per古ormanceCouncil (2004， 6 )や，放送批評懇

談会セミナー「デジタル時代の視聴率と広告j

(2005年10月)などのシンポジウムやセミナーも

日米で頻繁に聞かれている

24) Mau町 enRyan，唱 waysTV is ch叩 giogyo町 liflぜ

OrlandoS印刷el，http:/ / orlandosentinel.com参照

25) Nielsen Media Research主主のプレスリリース

(2005年8月17日， 2004年 2月4日)参照

26) Broadcasting&Cable (2005，9，12)によると?ニ

ルセンの予測ではHDRやVODによる視聴を視

聴率に加えることで， 2006年 7月時点で視聴率は

2005年の同時期よりも0，5%上昇(朝の時間帯では

1.5%τ 映画放送は3.4%それぞれ上昇)すると見

込まれている

27) Broadcasting&Cable (2005， 5.16)，明市o'sReally 

Watching?'参照。なおNCTA(2005)によればp デ

ジタルケーブル契約者の数は， 2001年の第 l四半

期の1，090万世掛から， 2005年の同2，600万世帯へ

と増加している。これはケープル契約世帯のおよ

そ36%に当たる

28)現在，考案・提唱されているテレビ広告の手法

についてはSchmitt，E" (2004)に詳しい

29) PQMedia社，プレスリリース (2005，4，29)，参

照

30)例えば， Wall Street Journal， 5.11.2005，‘Network 

Seek AttentIve Viewers'など

31)向上 (2005年11月28日)

32) TiVo社1 プレスリリース (2005年 7月18日)

33) Jupiter Research社プレスリリース (2004年 7月

28日)参照

34)米CBSは， 2006年から人気ドラマ fCSIJなど 4

木の番組をケーブルテレビのオンデマンドサービ

スで販売，またNBCユニバーサルは，衛星放送で

のオンデマンド販売を開始する。なお，地上波テ

レビ局によるインターネッ|への番組配信につい

ては，日本においても同様の動きが2005年中に相

次いだ(鈴木， 2005b) 

35)例えばKim& Sawhney (2002)は守「マスメディ

アと異なり，新しい双方向メディアは，ユーザー

がリスナー，スピーカ-消費者，生産者に在る

NHK放送文化研究所年制ω189



    
  

   

 
   

 
  
    

   
 

   
    

  
  

 
    

       

   

 
   

   
   

 
    

    

  
   

   
  

  
    
 

    

ようなコミュニケーションプラットフォームを主主

供する。こうしたコンテクストにおいては，双方

向性はコミュニケーションプロセスにおける力の

バランスのシフトに密接に関連している。その場

合には電子メディアは二方向のシステムへ再組織

されるJ(Kim&Sawhney， ibid， 221)と指摘し，双

方向メディア機器が現代社会におけるコミュニケ

ーンョンのヒエラルヒカル立構造に変化をもたら

す可能性を示唆している

36) NHKの国民生活時間調査によると日本における

テレビ視聴時間(個人)は1975年の平日平均 3時

間19分から 2000年の 3時間25分と微増，また

Nielsen Media Research によるとアメリカにおけ

るテレビ視聴時間(個人)は， 1988年の 3時間59

分(男性・一日平均)から 2004年の同 4時間26分

とやや増加している

37)間報告書によると!ニュース利用サイトとして，

AOLやYahooなどISPのニュースサイトを「日常的

に利用しているjという回答が13%，r時々利用し

ている」という回答が17%であるのに対して，テ

レビ局や新聞社のニュースサイトを「日常的に利

用しているjが合わせて25%，r時々利用している」

が52%となっている

38)アメリカのPBSは，商業ネットワークに対して

後発の「緩やかなネットワーク」として1967年に

発足したという特殊性がある。詳細は(米倉，

2005a)参照

39)ポッドキャステイングでは 1 放送局がインター

ネットを通じてデジタル音声ファイルを配信し，

聴取者はアップル社のiPodのよう立デジタル端末

などに番組をダウンロードする。ごこ 1年程度の

聞にアメリカではシリウス，インフイニティなど

大手ラジオ局を含め，ポッドキャステイングの導

入が相次いでいる

40)前副大統領のアルゴア氏らのグループが2005

年 8月からスタ トさせた「カレントTVJは，一

般の市民記者が撮影したビデオ映像をホームペ

ジ上で公開し，投票で放送の採否を決めるという

ものである。またNY1のニュース番組「官官 CallJ

は，インターネットを通じて視聴者からニュース

項目を募集するなどの試みを行っている(詳細は

米倉， 2005b) 
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