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画再生やネット動画など，視聴の形態が多様化
したのであって，直ちにテレビから離れたとは
いえないのではないか，という意見もある5）。

はたして，若者は録画再生やネット動画を見
ることで，リアルタイムのテレビから離れている

NHK放送文化研究所が行った「日本人とテレビ・2015」の調査結果からテレビ視聴時間の短時間化が明ら
かになった。若者は録画再生やネット動画を視聴することで，リアルタイムのテレビから離れているのか。20
代の社会人を対象に，リアルタイム視聴と録画再生，ネット動画利用の使い分けに注目し，リアルタイム視聴
が減少した背景をグループインタビューで探った。

今回の調査では，リアルタイムの視聴時間量と録画再生・動画視聴の頻度を条件に，「リアルタイム視聴グ
ループ」と「録画視聴グループ」，「動画視聴グループ」に分けた。各グループの発言からは，彼らがそれぞれ
求める効用に応じて視聴方法を合理的に使い分けている様子が明らかになった。

調査を通し，20代にとってリアルタイム視聴は録画再生や動画視聴よりも時間効率の点でハードルが高いこ
とや，リアルタイム視聴時間量が多いグループがテレビに専念して楽しむ典型的な視聴者像とは必ずしも一致
しないなど，20代の「テレビ離れ」は，リアルタイム視聴の有無や時間量だけでは単純に測れないものである
ことがわかった。

さらに，各グループの視聴スタイルの背景には10代までのテレビ原体験の影響の大きさも浮かび上がった。

１. はじめに

NHK放送文化研究所は2015年，5年ごと
に実施している「日本人とテレビ・2015」1）の調
査結果を発表した。その中で，テレビの視聴
時間は1995年から2010年にかけて続いた長
時間化の流れから一転，「ほとんど，まったく
見ない」と2時間以下の「短時間」視聴が増加，
4時間以上の「長時間」視聴が減少した（図1）。
特に，20 代では，「ほとんど，まったく見ない」
が16％，「短時間」視聴が51％にのぼっている。
この結果を受けて，「『テレビ離れ』傾向強く」2），

「“テレビ離れ”加速？」3）などと報じるメディア
があったことは記憶に新しい。

近年，若者向け恋愛ドラマの視聴率が低迷
するなど，若い世代がリアルタイムでテレビを見
なくなった，という声は少なくない 4）。一方，録
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動画視聴をどう使い分けているのか？
～視聴行動グループインタビューの結果から～
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ト動画視聴頻度」という3つの条件の組み合わ
せパターンでグループ分けを行った。なお，こ
の区分は「テレビ60年調査」（2012年）の再分
析における視聴者のタイプ分けを参考にした 6）。

グループ１と2（以下，G1・G2）は，「“リアル
タイム視聴”からも“テレビ番組（コンテンツ）”
からも離れていない」人たちで，便宜上「リアル
タイム視聴グループ」と名づけた。仕事の日・
休日ともにテレビを2時間以上リアルタイムで視
聴するとともに，録画再生と動画視聴も週1日
以上行っている人を選んだ。

次は「“リアルタイム視聴”から離れている
が，“テレビ番組（コンテンツ）”からは離れてい
ない」人たちを想定し，グループ3と4（以下，
G3・G4）の「録画視聴グループ」とした。仕事
の日のリアルタイム視聴は1日2時間未満だが，
録画再生と動画視聴は週1日以上行っている。

のだろうか。今回は，グループインタビュー調
査を通して，特に20代を対象に，リアルタイム
視聴と録画再生，ネット動画利用の使い分けに
注目した。また，その背景となる意識も探るこ
とで，コンテンツとデバイスの両面から「テレビ
離れ」を考え，その実相に迫ることを試みた。

─２.─調査の概要

今回のグループインタビューの概要は表１の
通りである。1月28日（木）から31日（日）にか
けて，調査会社に登録している東京都，神奈
川県，千葉県，埼玉県に在住の20 代男女の
社会人30人を対象に実施した。

これまでの量的調査で明らかになったリアル
タイム視聴の減少の背景を探るため，「リアルタ
イム視聴時間」，「録画再生頻度」，「インターネッ

組
み
合
わ
せ
条
件

リアルタイム
視聴時間 

仕事の日・休みの日
いずれも 2 時間以上 仕事の日は 2 時間未満 仕事の日は 30 分未満

録画再生頻度 週 1 日以上 週 1 日以上 月に 1 日未満

動画視聴頻度 週 1 日以上 週 1 日以上 週 1 日以上 

G1 G2 G3 G4 G5 G6

表 1　調査の概要

調査手法 グループインタビュー 

調査対象者 男女 20 代 （東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県在住） 

グループ数 1 グループ 5 人× 6 グループ 
「リアルタイム視聴グループ」，「録画視聴グループ」，「動画視聴グループ」男女各 1 グループ，計 6 グループ 

対象者条件 

【共通条件】 男女 20 代社会人 

【リアルタイム視聴グループ】（G1 ＝男性，G2 ＝女性）
リアルタイム視聴時間：仕事の日・休みの日いずれも 2 時間以上，録画再生頻度：週 1 日以上，
ネット動画視聴頻度：週 1 日以上 

【録画視聴グループ】（G3 ＝男性，G4 ＝女性）
リアルタイム視聴時間：仕事の日は 2 時間未満，録画再生頻度：週 1 日以上，ネット動画頻度：週 1 日以上 

【動画視聴グループ】（G5 ＝男性，G6 ＝女性）
リアルタイム視聴時間：仕事の日は 30 分未満，録画再生頻度：月に 1 日未満，ネット動画頻度：週 1 日以上 

調査日程 2016 年 1 月 28 日（木）～ 31 日（日） 

調査時間 1 グループあたり約 2.5 時間 

リアルタイム
視聴グループ

録画視聴
グループ

動画視聴
グループ
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最後は，「“リアルタイム視聴”から離れてお
り，さらに“テレビ番組（コンテンツ）”からも
離れている」段階とし，グループ5と6（以下，
G5・G6）の「動画視聴グループ」を設定した。
リアルタイム視聴は仕事の日で30 分未満，録
画再生も月に1日未満と少ないが，動画は週1
日以上見ている人たちである。

今回のグループ分けを全国の若者にあてはめ
てみると，それぞれどの程度の割合で存在する
のか。「日本人とテレビ・2015」の結果でみると

（図2），厳密に同じ条件ではないが，G1とG2
に相当する「リアルタイム＋録画＋動画」利用者
は，16 ～ 29歳で4割超と多数派で，G3・G4に
相当する「録画＋動画」とG5・G6に相当する

「動画のみ」は少数派だが，男性で合計が2割
に迫るなど一定数存在している。

また，今回の調査に参加した20 代社会人の
世代をメディアの歴史からみてみると，おおむ
ね中学時代に，『学校へ行こう！』（TBS・1997

～ 2005年）など素人参加型のバラエティー番
組が全盛期を迎えていて，その後，YouTube

（2005年～）やニコニコ動画（2006年～）など
の動画サービスが始まり，大学時代にはスマー
トフォンが普及し（iPhoneの日本発売は2008
年），SNSでの交流が急速に広まった世代であ
る。いわゆるデジタルネイティブに含まれる世
代ではあるものの，ちょうど思春期にメディア
環境の大きな転換点を迎えた点が特徴的とい
えるかもしれない。

─３.─20代の視聴行動の実態

（1）平日と休日の視聴方法の「使い分け」
まず，各グループの対象者の発言を分析し，

平日（仕事のある日）と休日の各時間帯にお
ける20 代のリアルタイムのテレビ，録画再生，
ネット動画の各視聴行動を時間軸に沿って整
理する。

図 2　各視聴パターンの構成比
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※リアルタイム（ふだんの日に 1 時間以上），録画（週 1日以上），動画（週 1日以上），これら 3 つの条件の組み合わせによる。なお，「＋」は and 条件
※ 16 ～19 歳はサンプル数が少ないため，20代とあわせて分析
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（1）─ 1　平日・朝の視聴行動　

平日の朝，世の中の動きに触れるために，
起床とともにテレビをつける習慣があるという
発言は，リアルタイム視聴グループの対象者に
ほぼ限られた。

その他のグループでは，リアルタイム視聴だ
けではなく，録画再生や動画視聴をしていると
いう発言もほとんどなかった。「（出勤の）準備
で必死なのでテレビをつけている余裕がない」

（G4・千葉・女性・28歳），「（スマホで）パソ
コンと連動してメールを見られるので，メール
チェックや，ニュースも見る」（G5・埼玉・男性・
26歳）など，ニュースや気象情報はスマホのテ
キスト情報だけで事足りるとし，映像なし・ほ
ぼ無音の状態で，朝の身支度を済ませていた。

朝のテレビ視聴は，ただの「時計代わり」と
する声もありながら，長い間，日常的なテレビ
視聴を象徴するシーンの１つだった。時間的な
制約が直接的な原因だとしても，テレビという
メディアへの距離が感じられる。

（1）─ 2　平日・日中の視聴行動　

通勤中や外出時など，平日・日中の自宅外
で過ごす時間帯では，スマートフォンによる動
画視聴などが考えられるが，実際は限定的な
利用にとどまっていた。その理由として，「デー
タ使用量が増えちゃうからWi-Fiがないと絶対
に見ない。（中略）データ使用量と電池の持ち
も気にしなくてよいなら見たい」（G4・埼玉・女
性・27歳）などの物理的な制約を挙げる人が
多かった。それでも見ているのは，「Twitter
に投稿されている30 秒動画， GIF（ジフ）画
像動画（数秒程度でデータ量の少ない動画）
は見る。ちょこっとならそんなに容量にも響か
ないかなと思う」（G4・埼玉・女性・26歳）など，

SNSで流れてきた動画や，ミュージックビデオ
（MV）といった，通信量を考慮したと思われ
る短い尺の動画だった。

通勤中には，満員電車内の窮屈な姿勢でス
マホの画面を見られなくても楽しめるものが好
まれていた。MVが多く利用されるほか，アニ
メの場合もあった。自宅で録画したアニメを電
車内で視聴していた男性は，新作だけでなく，
既に視聴済みで内容が頭に入っている“お気に
入り”の作品も視聴していた。「ラジオ的になる
が，がっつり画面を見ているのは少なくて音声
でだいたいストーリーは（頭に）入る」（G3・神
奈川・男性・29歳）。 

また，自宅外での動画視聴の例として「トイ
レに行った時に気分を晴らすためにミスチルの
PV（プロモーションビデオ）を見る。総務で数
字を結構見る仕事なので，一服の感覚でトイ
レにこもってイヤホンを使って見る」（G2・東京・
女性・27歳）という声もあった。このように短
尺の動画を気分転換のために視聴する，とい
う声は，通勤中においても動画視聴の目的と
して複数の調査対象者から聞かれた。常に携
帯しているスマホを入口に，気軽に「一服」で
きるツールとして，短尺の動画が身近な存在に
なっていることがうかがえる。

（1）─ 3　夜の視聴行動　

夜から深夜にかけての視聴行動には，平
日・休日ともに同じ傾向がみられた。

まず，夜，家に帰ってからの時間帯で多く見
られていたのは，リアルタイム視聴グループや
録画視聴グループに加え，動画視聴グループで
も「テレビ番組（やその一部を切り取った動画）」
だった。ただし視聴方法は，リアルタイム視聴
グループならテレビのリアルタイム視聴，録画
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視聴グループなら録画再生，動画視聴グルー
プならネット上の動画利用によるものであった。

ジャンルは，「仕事で疲れているとあまりもの
を考えたくないので，ぼーっとしながらバラエ
ティーを見ている」（G2・東京・女性・23歳）な
ど，どのグループでもバラエティー番組がよく
見られていて，動画視聴グループでは女性でド
ラマや映画，男性ではアニメも見られていた。

従来からテレビの世帯視聴率が高かった
ゴールデンタイム（19～22時）と呼ばれる時間
帯で，「テレビ番組」それ自体は依然として見
られているようである。

しかし，深夜の時間帯になると各グループと
もほとんどが動画視聴にシフトする。「休みの日
も１日の終わりとして自分の部屋で動画を見て
終わっている。（リアルタイムや録画では）必ず
しも好きなものをやっているわけではない。自
分の思い通りのことがパソコンでできる」（G3・
埼玉・男性・27歳）など，自分のお気に入りの
ジャンルの動画を見ながらリラックスしたい，と
いう強い欲求がみられ，よりマニアックな内容
のコンテンツ（アニメ，鉄道，アダルトなど）も
視聴されていた。

中学や高校時代，自分の部屋に専用のテレ
ビを持っていた人も多く，自分が見たい深夜番
組を自由にテレビで見ていた習慣が，より個々
の欲求を満たす環境が整ったネット動画視聴
へと移行したのではないかと考えられる。

（1）─ 4　休日の朝から夕方の視聴行動　

仕事がない休日の午前中は，「見たいものを
集中して見られる」時間帯とされ，リアルタイム
視聴グループと録画視聴グループでは録画再
生での視聴が中心になっていた。さらに平日は
長尺のコンテンツを見ないという人でも，休日の

在宅時には映画やドラマを録画再生で視聴して
いた。

動画視聴グループでは，主に女性で映画や
ドラマなど長尺のコンテンツをネット経由で楽し
む傾向がみられた。また，男性では，ネット動
画の人気ジャンルであるゲーム実況動画も見ら
れていた。「大体シリーズもので，１シリーズ，
10個，20個の動画があって，その中の１つを見
る。時間的にちょうどよい，せいぜい30分くら
い。前に選んだものを延 と々見ている」（G5・千
葉・男性・27歳）といった見方である。

2015年の「国民生活時間調査」によると，1
日にビデオ・HDD・DVDを見る人の率は，平
日15％，土曜18％，日曜17％，全員平均時間
は平日17分，土曜25分，日曜23分であった。
平日よりも土曜と日曜で行為者率が高く，時間
量も多めである。平日は限られた時間内で視聴
できるコンテンツを優先的に視聴し，消化しき
れない分は休日にまわす，という傾向が進行し
ていると思われる。この時間効率にこだわる意
識については次項でも検討する。

（2）グループごとの視聴行動の詳細
20代の視聴行動について，グループごとにみ

られた特徴をまとめた。

（2）─ 1　リアルタイム視聴グループ　

リアルタイム視聴グループ（G1・G2）では，3
つの象徴的な視聴行動があった。

１つ目は，あくまでリアルタイム視聴を優先
しながら，隙間時間を録画や動画の見たいも
ので埋め尽くそうとする視聴スタイルで，我々は

「“テトリス”視聴」と名づけた（図3）。あたか
も降ってくるブロックで隙間を残らず消していく
ゲームのような視聴行動である。
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「（リアルタイムで見る）『名探偵コナン』は30
分枠で，次にすぐ『満天☆青空レストラン』が
始まるが，『歌うま芸能人』は3分くらいでそん
なに長くないので，始まるまでYouTubeで見る」

（G2 ・東京・女性・27歳）など，お目当ての番
組をリアルタイムで視聴，番組本編が終了して
CMや予告などの時間帯に入ると，次の番組が
始まるまでのわずか数分の間でも，ピッタリ合
う尺の録画しておいたバラエティー番組の1コー
ナーや，数分の動画を視聴することで「時間を
ムダにしない」という行動である。この間，見
ている画面は原則１つであり，それぞれの時
点で視聴されている番組への意識の集中度も
高い。「（リアルタイムで見たい番組が）始まる
前に消化したい録画があれば切り替えて，時
間が来たらリアルタイムの番組。それが終わっ
て，（録画番組を見てから）『報道ステーション』。
コーナーによって，つけっぱなしのパソコンで

YouTubeを見る。とにかく隙間を作りたくない」
（G1・埼玉・男性・23歳）。

2つ目は，複数のデバイスで映像や音声が
同時に並行して流れている状態の中，意識（マ
インド）のほうを「ザッピング（切り替え）」す
る視聴スタイルで，「マインドザッピング」（図4）

と名づけた。それぞれのコンテンツへの集中
度は低く，ちょっとした刺激で簡単に意識の
向きが変わってしまう。「（ドラマ）『大奥』を
やっている時に沢尻エリカがすごくかわいかっ
たので，Twitterで『沢尻エリカ，めっちゃか
わいい』とつぶやいた。Twitterでよくつぶや
かれているワードが出るが，それを見てほかの
人の反応をばーっと見る。共感してもらいたい
とか周りの反応が欲しい」（G2・神奈川・女性・
23歳），「テレビでハプニングとか，今このゲス
トがこういう発言をしたからTwitterで話題に
なっていそうだな，と思ったら調べて，いろん

図 3　20代の使い分け－リアルタイム視聴グループ①
（ゴールデンタイムの例）

デバイスをまたがった“テトリス”視聴
リアルタイム
視聴グループ

（男性に多い）
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な人の反応を見たい」（G1・東京・男性・27歳）
など，出演者の言動や，タイムラインで流れて
きたキーワードなどがマインドザッピングの引
き金になる。「こっちが面白そうかな，と思っ
たら，たまに集中して見る。とりあえず，何か
つけていないと気が収まらない」（G1・東京・
男性・22歳），「（いろいろなものが）流れてい
る状態を享受したい。いろんな情報にあたふ
た左右されたいのではなくて，浮遊していた
い」（G1・東京・男性・29歳）など，情報が同
時に並行して流れる中に自分から身を置くこと
に心地良さを感じているようだ。

3つ目は，「“うわの空・ながら”視聴」（図5）

と名づけた視聴スタイルである。テレビは以前
から家事や食事などと「ながら」で視聴しやす
いことが特徴の１つだった。しかし，スマホの
日常的な利用が定着した今では，習慣でテレ

ビをつけていて，本人もテレビを見ているつも
りでも，意識は手元のスマホにある状態が基
本になっている。それぞれのコンテンツへの集
中度も低い。「どちらも並行しているつもりだが，
文字を追っているとスマホに集中してしまい，
テレビで言っていることを聞き逃して内容があ
まり入ってこない」（G2・東京・女性・23歳）な
どの発言がみられた。先の「マインドザッピン
グ」との違いは，本人が主体的な選択をしてい
ると意識していない点である。

これらの3つの視聴スタイルから，リアルタイ
ム視聴グループが直ちにテレビに専念して楽し
む典型的な視聴者像とは一致しない，というこ
とがわかるだろう。多数のコンテンツに囲まれ
るこのグループにとって，個々のテレビ番組へ
の思い入れは必ずしも強くない。先ほどの「日
本人とテレビ・2015」の結果で依然として大きな

マルチ画面・マルチ音声に囲まれての
“マインドザッピング”

リアルタイム
視聴グループ

（男性に多い）

図 4　20代の使い分け－リアルタイム視聴グループ②
（ゴールデンタイムの例）
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割合を占めていたリアルタイム視聴グループだ
が，視聴の質を考えると希薄化が進んでいると
いえる。

（2）─ 2　録画視聴グループ　

逆に，テレビ番組を専念して視聴していたの
が録画視聴グループ（G3・G4）だった。彼らに
とって，「テレビを見ること」＝「録画」である。
その中心にあるのは，大事に見たいからこそ，
後でゆっくり邪魔されずに見られるよう録画す
る，という意識である。さらに「CMを飛ばし
て時間を有効活用したい。興味がある番組が
生活スタイルの時間と合わないので録画を見て
いる」（G3・神奈川・男性・29歳）など，視聴
時間を自分の都合に合わせてカスタマイズする
ための合理的な選択として録画という手段が
選ばれている。このような時間をムダにしたく

ない，という強い意識は全グループでみられた
が，特に時間効率へのこだわりが強かったの
がこの録画視聴グループだった。もし見たい番
組が帰宅時にリアルタイムで間に合った場合で
も，「リアルタイムも見ようと思えば見られるが，
CMがウザい」（G4・埼玉・女性・27歳），「CM
を飛ばせば30 分のものを20 分で見られる」

（G3・東京・男性・27歳）など，あえてリアル
タイム視聴よりも録画再生を選ぶ。「生（＝リア
ルタイム視聴）は時間が合わない。この日にあ
れを見るぞ，となるとその日の行動が制限され
ちゃうので，生で見たいというのはない」（G3・
東京・男性・27歳）など，今の彼らにとっては，
テレビをつけるだけのリアルタイム視聴が録画
再生よりもむしろハードルが高い行動になって
いる。

録画視聴グループの視聴スタイルは，デジタ

気持ちの中心はスマホの SNS にある
“うわの空・ながら”視聴

リアルタイム
視聴グループ

（女性）

図 5　20代の使い分け－リアルタイム視聴グループ③
（ゴールデンタイムの例）
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ル録画機が普及し大量の録画と管理が容易に
なったことで可能になったのは間違いない。一
方で，「休みの日に１週間分全部予約する。で
も，見きれないので，去年の秋くらいのを今頑
張って消化している」（G4・東京・女性・27歳），

「『今日はまっすぐ帰って録画を消費するぞ』と
いう感じ。家にいる時イコール録画したものを
見る時間。昔も忙しくて，結局見られなくて消
しちゃうこともあった」（G4・埼玉・女性・27歳）
など，ハードディスクにたまった録画済みの番
組の消化に追われることに対するストレスへの
言及は多かった。「家にいる時に見られるもの
は，なるべく録画しないで，少しでもハードディ
スクの容量を空けておかないと，本当に録りた
いものが録れない」（G3・東京・男性・22歳），

「放送時間が長いのでバラエティーは生で見た
い。アニメは大体 30 分で終わるので，容量を
そんなに食わない」（同上）といったように，録
画するジャンルや番組をあらかじめ厳選し，重
要度が低い番組はリアルタイム視聴や無料のイ
ンターネット動画を利用するといった使い分け
の様子もみられた。

（2）─ 3　動画視聴グループ　

動画視聴グループでは，男性（G5）と女性
（G6）でスタイルに違いがみられた。

リアルタイム視聴は，男性ではSNSで実況や
感想をつぶやいたり，ほかの人の発言を楽しん
だりしたいアニメやスポーツ中継の時や，自宅に
友人を招いた飲み会の時など，ごく一部の機会
に限られ，女性ではほとんどみられなかった。

動画視聴については，男性では視聴時間
がさほど長くなく，テレビコンテンツを見て
いる場合でも，フルコンテンツを見るのでは
なく，ネットで話題になった場面など，見た

いところだけを見られれば十分，という声が
多く聞かれた。そのニーズに応えているの
が，YouTubeを代表とする動画投稿サイトで
ある。テレビ番組の話題の場面だけがわかり
りやすいタイトルで短く切り取られてアップさ
れており，しかも無料かつワンクリックで見ら
れるという便利さが支持されていた。ほとん
どが違法動画であるため，アクセスした際に
は既に削除されてしまっている場合もあるが，

「制限がかかっていて見られなかったら飛ばし
て，見られるものを見る。あくまでも目的は
話題作りで，自分が知らないことを知ってお
こう，という感じ」（G5・東京・男性・23 歳），

「ただで見られる範囲で十分」（G5 ・埼玉・男
性・28 歳）など，有料の公式動画までは探さ
ない，というのが男性グループの特徴になっ
ていた。また，視聴ジャンルも人による偏り
が大きかった。

一方，女性グループは，テレビとの物理的な
距離感が全グループの中で最も大きかった。テ
レビを持たない，または電源につないでいない
など，テレビが視聴できない状態のまま放置さ
れており，その多くが一人暮らしを始めるタイミ
ングでテレビのない生活を選択していた。しか
し，かつてならテレビで見ていたと思われるコ
ンテンツを，パソコンやタブレットを使って見て
おり，従来のテレビと同じ視聴スタイルもみら
れた。ドラマ好きの人が多く，帰宅後，まず
ドラマの動画を見るためにパソコンを立ち上げ，
食事をしながら楽しんでいるという人がいるな
ど，番組の一部だけでなく，フルコンテンツを
視聴する傾向も強かった。

（2）─ 4　各視聴デバイスの効用　

このように各グループで，リアルタイム視聴・
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録画再生・動画利用の使い分けに違いが表れ
た。そもそも，こういった視聴スタイルはどのよ
うに生まれたのだろうか。それぞれの視聴デバ
イスに感じている効用から探った（図6）。

テレビのリアルタイム視聴については，家族
や友人とワイワイ話しながら見る楽しさや，ス
ポーツ中継などでの決定的な瞬間を周囲と共有
できることが肯定的にとらえられている。また，
スマホ画面と比べたテレビの画質の良さ，画面
の大きさを評価する声が男性やドラマ好きの女
性を中心に聞かれた。

しかし，テレビをふだんリアルタイムで見る理
由は，リアルタイム視聴グループの間でも，「つ
いているのが当たり前」といった習慣によるも
のが多く，「録画と比べてHDDの容量を気にし
なくてよい」や，「テレビを使っている間はスマ
ホをSNSなど他のことに使える」といった消極

的な理由でリアルタイム視聴が選択されている
場合もあった。また，リアルタイム視聴グルー
プでは，テレビは電源をつけるだけで見ること
ができ，「選ぶ」必要がないことを利点に挙げる
人もいた。この点が「自分の見たいものだけを
選んで見たい」という録画視聴グループや動画
視聴グループとの違いになっているようだ。

続いて，録画・動画の視聴グループで，録
画再生や動画の効用としてほぼ全員が挙げて
いたのは「時間に縛られない」という点だった。
さらに，過去の関連コンテンツに簡単にアクセ
スできる点が，動画視聴では大きなポイントと
なっていた。たとえば，放送中の番組で話題
になった俳優や芸人に興味を持ち，過去の回
や他の番組を遡って探す，といった行動がみら
れ，動画投稿サイトが活用されていた。そのほ
か，「自分の興味あるコンテンツだけを見るこ

図 6　デバイスごとの効用

家族や友人とワイワイ見る楽しさ，
スポーツやハプニングなど決定的瞬間を
周囲と共有できる・一緒に盛り上がれる

いつでも，電源をつけるだけで何かを見られる，
「選ぶ」必要がない

HD の容量を気にすることなく見られる

娯楽系，役立ち系，作業用，プロから
一般投稿まで個性派コンテンツが充実

映画や旅番組，スポーツなどを，良い画質，大画面で見られる

時間に縛られない。CMスキップ，早送り・巻き戻し・一時停止も自在（録画倍速視聴も一部）

見たい番組を冒頭からじっくり見られて，
見逃すストレスがない

過去のコンテンツを何度でも

1 テーマ（人・シリーズ）で次々見つかる

関連動画への誘導で，
新たな発見・楽しみがある

動画再生はクリックのみで，操作の手間がない

簡単に人とシェアできる・共感性が高い

スマホやタブレットで，
いつでもどこでもテレビ画面やパソコンでテレビや動画を見る場合，スマホを他のことに使える

自分が興味のあるコンテンツだけを見ていられる，ドラマやアニメは一気見すればストレスなし

編集したり，DVD に落としコレクションできる
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とができる」，「連続もののドラマやアニメでは
一気に見ることができて，次回まで待つストレ
スがない」などが録画再生と動画で共通して効
用に挙げられ，録画再生では「見たい番組を
冒頭からじっくり見られて，見逃すストレスがな
い」こと，動画では，「細かいジャンルの個性
的なコンテンツが充実している」ことや，「関連
動画への誘導で新たな発見や楽しみがある」こ
となどが評価されていた。

このように，録画再生や動画を選択する理由
は彼らにとって合理的，積極的なものであり，
現にニーズを満足させてくれるサービスとデバイ
スがあるのに，あえてテレビを選ぶ必要性は感
じない，という声には説得力があった。

─４.─「テレビ離れ」が起きる理由

これまでみてきた通り，各グループでは，テ
レビ番組やデバイスとしてのテレビとの距離感
にバラつきがあったが，そのバラつきに至っ
た背景には1つの共通点がみえてきた。それは

「10代までのテレビの原体験」である。
リアルタイム視聴グループでは，「実家の時は

朝からずっとテレビがついていて，ご飯を食べ
ながら（夜）7時，8時は，皆で見た」（G2・埼
玉・女性・25歳）など，ほぼ全員が10代のころ，
家族そろって夕食の食卓を囲みながらテレビを
見ていたことが楽しい思い出として残っていた。
録画視聴グループでは，チャンネル権がほかの
家族にあり，自分で視聴番組を選べる機会が
限られていた傾向があった。そして動画視聴グ
ループでは，「食事中にテレビを見てはいけない
家だったので，ゴールデンタイムのバラエティー
とかを見た記憶がない」（G6・東京・女性・28
歳），「（家庭内のルールで）うちは日曜日にテレ

ビが見られなくて，小さいころはずっと話題に
ついていけなかった」（G6・東京・女性・28歳）
など，テレビを囲んでの一家団らん体験を思い
出せない人がほとんどだった。

この体験の差から，リアルタイム視聴グルー
プでは，社会人として独立してからも，自然に
リアルタイム視聴のテレビが生活圏内にあるラ
イフスタイルとなっている一方，動画視聴グルー
プでは，テレビが家になくても構わない，とい
う暮らしになっているように思われる。もし，
このグループの人たちが将来自分の家庭を持て
ば，テレビのない世帯が次の世代にもさらに再
生産されていく可能性がある。

また，20代にとっての「テレビ離れ」の要因
と思われる発言を拾い集めて整理すると，スマ
ホの普及といったメディア環境の変化がやはり
大きいものの，「テレビコンテンツがつまらない」
といったテレビ，もしくはテレビ番組自体に由
来する要因も全グループ共通で大きいことがわ
かってきた。

学生時代に見ていたバラエティー番組（『学
校へ行こう！』や『ウッチャンナンチャンのウリナ
リ!!』（日本テレビ・1996 ～ 2002年）など）と比
べ，今のテレビ番組は「無難で物足りない」，「画
一的である」といった言葉が，全てのグループ
で共通していた。当時と同じような番組が今放
送されていたら見るか，と尋ねたところ，リア
ルタイム視聴グループはもちろん，動画視聴グ
ループでも肯定的だった。近年，テレビ業界の
内幕を報じるネットニュースも多く，彼らの番組
批判の表現にはその影響が感じられた。また，
思い出が過去の番組を実際よりも美化している
可能性もあるだろう。しかし，「今の番組は規
制されてつまらない」，「昔の番組は自由で面白
かった」という発言の多さは印象に残った。
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─５.─まとめ

最後に，各グループのテレビとの距離感につ
いて，テレビ番組とデバイスとのそれぞれの距
離感を縦軸と横軸にして表した（図7）。

20代の「テレビ離れ」は，リアルタイム視聴
の有無や時間量だけでは単純に測れない，複
雑なものであることが改めて確認できたといえ
る。また，各グループの視聴スタイルの選択に
は10代までのテレビ原体験の影響が大きいと
みられることもわかった。20代が視聴行動の
選択に際し求めるものを一言でまとめると，「見
たい時に，見たい部分だけ，すぐ見たい」とな
る。放送業界が，彼らのニーズにテレビ番組の
コンテンツとしての魅力が失われないうちに応え
られるかが，今後，テレビの将来を考えるうえ
で大事なポイントになるのではないだろうか。

今回の調査はあくまで限定された条件下での
グループインタビューではあるが，20代のテレ

ビとの距離感を俯瞰的にとらえる手掛かりが得
られた。今後は，テレビの原体験の影響も含め，
さらに若年層のテレビとの距離感について探っ
ていきたい。

 （ほたか たかゆき／きむら のりこ）

注：
 1） 木村義子・関根智江・行木麻衣「テレビ視聴と

メディア利用の現在 ～『日本人とテレビ・2015』
調査から～」『放送研究と調査』2015 年 8 月号，
18 - 47

 2） 毎日新聞　2015 年 7 月 8 日朝刊 27 面
 3） 朝日新聞　2015 年 7 月 8 日朝刊 36 面
 4） 毎日新聞　2016 年 6 月 1日夕刊 2 面「『月9』な

ぜ低視聴率 若者憧れのトレンディードラマ→
『ラブソング』史上最低 6.8％」

 5） 志岐裕子・テーシャオブン・村山陽・萩原滋「多
様化する若者のテレビ視聴スタイル ─大学生
の質問紙調査から─」『慶應義塾大学メディア・
コミュニケーション研究所紀要』2010，No.60，
49 - 65

 6） 木村義子「“多極化”するデジタル時代のテレ
ビ視聴者 ～『テレビ 60 年調査』から～」『放
送研究と調査』2014 年 2 月号，38-53

図 7　テレビ番組×デバイス＝「テレビ」との距離感（グループ別）
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