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も明らかになった 1）。このような事情は，東京
大学大学院情報学環・学際情報学府橋元研
究室が1995 年から5 年おきに行っている「日
本人の情報行動調査」でも同様であることか
ら，2016 年9月にNHK放送文化研究所と橋
元研究室で，メディア利用行動の日記式調査
での計測方法に関する研究会 2）を発足させた。
この研究会の活動の一環として，現状の調査
票に関する問題点を具体的に聞き出すことを
目的に，メディア利用の先端層を対象とする
グループインタビューを行った。本稿では，グ
ループインタビューでの発言から，国民生活時
間調査について，メディア利用測定の課題を
整理し，今後の調査票をどのように修正するか
について検討したい 3）。

─1. 調査実施の経緯

「国民生活時間調査」は，人々の1日の生活
を時間の面からとらえ，生活実態に沿った放
送を行うのに役立てるため，NHKが1960 年
から5 年おきに実施している。1995 年に調査
方法をアフターコード方式からプリコード方式
に変更したが，現行の方式でもすでに5回の
調査を実施しており，2015 年時点で，比較可
能な20 年間の日本人の生活の変化を記録した
貴重なデータとなっている。この1990 年代後
半からの20 年はインターネットの普及期にあた
り，調査はメディア利用の変化をとらえること
となった。一方で，調査票のメディアに関連し
た行動の記入や分類に課題が生じていること
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「国民生活時間調査」の大きな特徴は，調査に継続性があり，時系列でデータを比較できることである。その
ため，これまで調査票の変更を最小限にとどめてきたが，メディア利用の多様化により対応できない部分が生じ，
2020 年調査に向けて修正が必要になっている。そこで，具体的な問題点を聞き出すためにグループインタビュー
を行った結果，①細切れ・同時行動を想起・記入すること，②インターネット上のコミュニケーションの分類，③メ
ディア利用行動の分類とワーディング，という3つの課題が見出された。今後の修正の方向性としては2通り考えら
れる。1つは，調査の時系列比較を維持するため定例の調査はできるだけ変更せず，定例の調査ではとらえきれ
ないメディア利用は，別途それに特化した機動調査を行う方向である。もう１つは，現在のメディア利用行動の実
態を把握することを優先して，調査の大幅なリニューアルを行う方向である。どちらの方向で調査票を修正するか
はこれから検討することとなるが，その際，“国民生活時間調査”でとらえるべき日本人の生活とは何か，日記式の
生活行動調査で把握できることは何かを改めて整理する必要がある。今後の工程としては，今回のグループインタ
ビューの結果をもとに作成した調査票を用いて，2018 年10月にメディア接触に関する生活時間調査を実施し，よ
り有効な分類やワーディングを検討したうえで，2020 年の国民生活時間調査の調査票を修正する予定である。
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─2. 調査の概要

調査の概要は以下の通りである。

調査方法： フォーカス・グループ・インタビュー
（事前課題として，日記式調査票とアンケー
トに記入）

調査日程： 2017年10月21日（土）・22日（日） 
調査対象者： 調査会社のモニターから1都3

県在住で以下の条件に当てはまる人を抽出
・20 ～ 59歳
・「VODをテレビで週2日以上視聴している」

かつ「動画（有料・無料を問わず）をテレ
ビで週2日以上視聴している」

・パソコンまたはタブレット端末が家にあり，
使用している

・スマートフォンで「動画を週に2日以上視聴
している」かつ「SNSを週2日以上使用して
いる」

・日記式調査票記入日に旅行など予定がな
く，在宅している

グループ構成：

今回の調査では，特にテレビ視聴に関連し
た先端的なメディア利用の実態を知るために，

「VODをテレビで週 2日以上視聴」しており，
かつ「動画（有料・無料を問わず）をテレビで
週 2日以上視聴」していることを対象者の条件
とした。また，年代によるメディアの使い方や
ワーディングに対する認識の違いをみるため，
20代から50代までの各年代が含まれるように
グループを設計した。テレビ以外のメディア行

動についても聞き取りを行うため，パソコンやタ
ブレット端末の利用，スマートフォンでの動画
視聴やSNS利用についても条件をつけている。

主な聞き取り項目は，以下の通りである。

・テレビや動画，その他の映像コンテンツの
視聴の仕方やその変化と最近のインター
ネット利用の変化について

・事前課題の日記式調査票で記入しづら
かった点や細切れの行動，同時行動の記
入状況について

・テレビ，ビデオ，ラジオ，SNS，新聞・書
籍・マンガ，音楽などに関連したインター
ネットを使った行動についての実際の利
用状況とワーディングへの反応

事前課題の日記式調査票には，調査週の前
の土曜日に記入してもらった。通常の国民生
活時間調査は, 1日の行動を28に分類した行
動項目に振り分け，15分単位で矢印を引く方
式で行っている。今回は，インターネットに
まつわる行動を詳しく聞き取るため，図1に
示したように，調査票を上段と下段に分け，
まず上段に，通常の生活時間調査のように1
日の行動を矢印で記入し，そのうち，イン
ターネットを使った行動を下段に説明つきで
詳しく記入するような方式とした。上段には
インターネットという単語の入った行動項目
は入れず，インターネットを手段として使っ
た場合は，目的の行動項目の欄に矢印を引く
こととし，当てはまる項目がない場合に，「そ
の他」に矢印を引いてもらうことを意図した。
なお，メディア関連の項目に関して，国民生
活時間調査では，「新聞を読む」と「雑誌・マ
ンガ・本を読む」は別の項目だが，今回は「新

G1 先端層20・30 代男性

G2 先端層20・30 代女性

G3 先端層40・50 代男性

G4 先端層40・50 代女性
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聞・雑誌・マンガ・本を読む」とまとめ，「CD・
テープを聞く」は「音楽を聞く」としている。
参考までに，2015年の国民生活時間調査で使
用した行動分類表を示す（表1）。

─3. 調査から浮き彫りになった問題点

今回のグループインタビューの発言から見出
された調査票についての問題点は，主に3つに
分けられる。

（1）細切れ行動・同時行動を想起・記入する
　　こと

（2）インターネット上のコミュニケーションの分類

（3）メディア利用行動の分類とワーディング
以下，それぞれについて主な発言と問題点を

まとめていく。

（1）細切れ行動・同時行動を想起・記入すること

メールやLINEのやりとり，アプリのチェック
などを中心に短時間の細切れ行動の経験が多
数挙がった。そのような短時間の行動は詳細
に記憶していない人が多いと同時に，短時間
の利用は記入しなくてもよいものと認識してい
る人もいた。また，LINEのコミュニケーション
は断続的なことが多く，それらの記入の仕方
に迷いがみられた。

図 1　日記式調査票の記入例
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（1）必需行動
個体を維持向上させるために行う必要不可欠性の高い行動。
睡眠，食事，身のまわりの用事，療養・静養，からなる。

（2）拘束行動
家庭や社会を維持向上させるために行う義務性・拘束性の高い行動。
仕事関連，学業，家事，通勤・通学，社会参加，からなる。

（3）自由行動
人間性を維持向上させるために行う自由裁量性の高い行動。
マスメディア接触，積極的活動であるレジャー活動，
人と会うこと・話すことが中心の会話・交際，心身を休めることが中心の休息，からなる。

表 1　2015 年国民生活時間調査　行動分類表

大分類 中分類 小分類 具体例

必
需
行
動

睡　眠 睡　眠 30 分以上連続した睡眠，仮眠，昼寝

食　事 食　事 朝食，昼食，夕食，夜食，給食

身のまわりの用事 身のまわりの用事 洗顔，トイレ，入浴，着替え，化粧，散髪

療養・静養 療養・静養 医者に行く，治療を受ける，入院，療養中

拘
束
行
動

仕事関連
仕　事 何らかの収入を得る行動，準備・片付け・移動なども含む

仕事のつきあい 上司・同僚・部下との仕事上のつきあい，送別会

学　業
授業・学内の活動 授業，朝礼，掃除，学校行事，部活動，クラブ活動

学校外の学習 自宅や学習塾での学習，宿題

家　事

炊事・掃除・洗濯 食事の支度・後片付け，掃除，洗濯・アイロンがけ

買い物 食料品・衣料品・生活用品などの買い物

子どもの世話 子どもの相手，勉強をみる，送り迎え

家庭雑事 整理・片付け，銀行・役所に行く，子ども以外の家族の世話・
介護・看病

通　勤 通　勤 自宅と職場（田畑などを含む）の往復

通　学 通　学 自宅と学校の往復

社会参加 社会参加 PTA，地域の行事・会合への参加，冠婚葬祭，ボランティア活動

自
由
行
動

会話・交際 会話・交際 家族・友人・知人・親戚とのつきあい，おしゃべり，電話，電
子メール，家族・友人・知人とのインターネットでのやりとり

レジャー活動

スポーツ 体操，運動，各種スポーツ，ボール遊び

行楽・散策 行楽地・繁華街へ行く，街をぶらぶら歩く，散歩，釣り

趣味・娯楽・教養 趣味・けいこごと・習いごと，観賞，観戦，遊び，ゲーム
趣味・娯楽・教養の

インターネット 趣味・娯楽・あそびとしてインターネットを使う＊

マスメディア接触

テレビ BS，CS，CATV，ワンセグの視聴も含む

ラジオ らじる★らじる，radiko（ラジコ）からの聴取も含む

新　聞 朝刊・夕刊・業界紙・広報紙を読む（チラシ・電子版も含む）

雑誌・マンガ・本 週刊誌・月刊誌・マンガ・本を読む（カタログ・電子版も含む）

CD・テープ CD・デジタルオーディオプレイヤー・テープ・パソコンなど
ラジオ以外で音楽を聞く

ビデオ・HDD・DVD ビデオ・HDD・DVD を見る（録画したテレビ番組の再生視聴・
ネットで配信されたテレビ番組の視聴も含む）

休　息 休　息 休憩，おやつ，お茶，特に何もしていない状態

その他 その他・不明
その他 上記のどれにもあてはまらない行動

不　明 無記入

＊仕事や学業上の利用は，それぞれ「仕事」「学業」に分類。メールは「会話・交際」に分類。
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同時行動の記入について，複数の行動を同
時に行った場合，すべての行動を調査票に記
入するよう指示しているが，同時行動の認識や
その記入の仕方にばらつきがみられた。従来
から指摘されていたことではあるが，テレビを
つけたままにしている状態について，意識的に
見た時間だけを記入するという人，つけている
時間をすべて記入するという人に分かれた。ま
たパソコンやスマートフォン上でさまざまな行動
を同時に行う状況があるが，そのような状況

では書いていない行動があったり，最初の目
的から逸れて別の行動をしている場合に分類
に迷うという発言があったりした。さらに，何
かをしている最中に，電話やSNSの通知など
突発的に相手側から一方的な連絡があったよ
うな状況は記憶に残りにくいという発言があっ
た。スマートフォンを常に身近に所持すること
により，このような状況が生まれやすくなって
いると考えられる。

〈短時間の利用〉
● メールチェックやFacebookを見るとか

ゲームをやるとか，ほとんど細切れ行動。
【G1 男性・35歳】 

● 明日の天気やこの電車に乗ったら何分に
着くかなとか，チャチャッと見たものは
全然書いていない。【G4 女性・51歳】

● 何秒とか，時間が短いLINEのチェックな
どは書いてないと思う。記入する時に覚
えて書けるものは，15分～ 30 分くらいか
かったものになる。【G2 女性・33歳】 

● 意識して15分とかまとまった時間になら
ないと，矢印は引かなかった。【G3 男性・
53歳】

● 短いのは入れなくてもいいと思ったので，
結構書いていない。例えばテレビを見て
いてデータ放送のアンケートはどうなの
かとなる…（中略）…テレビを見ている
時にやった作業は色のボタンを押すだけ
なので，1分もかからないので書かない。

【G3 男性・49歳】

〈断続的な利用〉
● 友達としょっちゅうLINEをしているので，

そうなると永遠に1日中LINEをしている
ことになってしまう。【G4 女性・42歳】

● LINEとかをやっている時にずっとその
画面を出したままだが，でも相手からの
返事が15分後になった場合などに迷う。

【G4 女性・56歳】

〈テレビのつけっ放し〉
● 土曜は朝8 時から夜中0 時までほぼテレ

ビがついていたので，ほぼ「テレビを見
る」に線を引いた。【G1 男性・31歳】

● 平日はテレビをつけてもお風呂に入った
りご飯を食べたりして見ていないことが
あるので，平日は見ていた時間だけ「テ
レビを見る」に線を引くと思う。【G2 女
性・28歳】

〈パソコンやスマートフォン利用における
　　　　　　　　　　　　　　同時行動〉

● パソコン画面を半分にして，ゲームをし
ながら，よく見るPVをYouTubeで聞い
ているが，ゲームに関しては（調査票に）
入れていない。YouTubeとゲームを開く
のが当たり前になっているので，そこま
で気づいていない。書いた時にYouTube
を開けているのは意識しているけど，ゲー
ムは当たり前にやっているので無意識の
行動。【G2 女性・27歳】

● Facebookをチェックしている時にこの
音楽がお勧めというのでそれを聞きに
いった時は，音楽を聞くという行動に
なっている。友達とおしゃべりをするため
にFacebookでつながっていたが，結果，
音楽を聞いたのはどっちにチェックする
のか･･･（中略）･･･目的が流れた場合どこ
にチェックするのかと迷った。【G3 男性・
53歳】
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（2）インターネット上の
　　コミュニケーションの分類

インターネット上のコミュニケーションについ
て，「家族や友人との会話・おしゃべり」とする
人と，「その他」とする人に分かれた。リアル
タイム性，音声か否かを判断の基準にしてい
る人が多く見受けられた。同じSNSのプラット
フォームでも，やりとりしているか閲覧だけかと
いった使い方によって分類が異なるという意見
もあった。またLINEニュースなどSNSのサー
ビスの中には，コミュニケーションではないも
のも含まれており，そうしたサービスの利用は，
たとえSNS 利用の一部ではあってもコミュニ
ケーションとはとらえられていない。

（3）メディア利用行動の分類とワーディング

今回のグループインタビューの事前課題で
は，あえて行動項目の内容を説明する用紙を同
封せず，調査票の文言のみから行動の内容を
解釈してもらうこととした。またグループインタ
ビューの際には，2015年の国民生活時間調査
で使用した行動項目についてもたずねた。その
結果，「テレビを見る」「新聞を読む」「雑誌・マ
ンガ・本を読む」については，インターネット上
のコンテンツの解釈にばらつきがみられた。一
方，「ラジオを聞く」に関しては，放送でもイン
ターネットでもラジオであると，概ね解釈が一
致していた。「ビデオ・HDD・DVDを見る」

「CD・テープを聞く」については，使用してい
る単語に違和感を持つ人が多かった。以下，
項目ごとに発言をまとめる。

「テレビを見る」

国民生活時間調査では「記入のしかた」とい
う行動分類を説明する用紙を同封し，「テレビ

〈突発的な通知〉
● ルーティンで移動中の動画視聴やメール

チェックは覚えているが，プッシュで電話
がかかってきたりメールが来たりするの
は，動画を見ている時だったか食事をし
ている時だったか，曖昧になることが多
い。【G3 男性・53歳】

〈チャットは会話〉
● チャットはリアルタイムなので，「会話」と

いう感じ。【G3 男性・54歳】

ことで，その場で対面して話していること
を書くと思った。【G2 女性・23歳】

● LINEは声を出してしゃべっていないから，
「家族や友人との会話・おしゃべり」に入
らない。【G2 女性・31歳】

〈SNSという独自の感覚〉
● Twitterでフォローをしている人を見る時

は「Twitterを見る」という感覚。【G2 女
性・33歳】

● LINEは，個人間でやっているものと公
式アカウントとかで送られてくるものでも
違ってくる。友達関係は「メール」だけど，
ただ単にキャリアから情報が送られてく
るのは「ソーシャルメディアを見る」感覚
になる。【G3 男性・49歳】

〈文字でのやりとりは会話ではない〉
● 切り分け方は多分音声。LINE通話なら
「家族や友人との会話・おしゃべり」に書
くが，文字のやりとりならメールで分け
る。【G4 女性・48歳】

● 友達とのLINEは，「家族や友人との会話・
おしゃべり」に入らない。「家族や友人と
の会話・おしゃべり」はリアルライブで，
ネットの世界ではなく現実で起こっている
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を見る」にはBS，CS，CATV，ワンセグの視
聴を含めること，録画したテレビ番組の再生
視聴やネットで配信されたテレビ番組の視聴は

「ビデオ・HDD・DVDを見る」に含めることを
指示している。しかしそうした説明がなく，単
に「テレビを見る」という言葉だけを提示され
た場合，映像を視聴した機器を判断の基準と
し，利用している機器がテレビであれば内容に
かかわらず「テレビを見る」ととらえている人が
多かった。一方で，リアルタイム性や放送局が
発信しているかどうかで判断している人もいた。

「ラジオを聞く」

テレビとは異なり，ラジオは機器に依存せ
ず，内容で判断されていた。ほとんどの人が，
radiko，らじる★らじるといったインターネット
ラジオもラジオと認識している。

「新聞を読む」「雑誌・マンガ・本を読む」

新聞，雑誌，マンガ，本については，紙か
どうかにこだわる人と，内容が同じであれば，
電子媒体でも紙と同様であると認識している人
に分かれた。電子書籍は，特にマンガについ
て，紙の媒体を読むのと同様の行動であると
みなしている人が多かった。これは，現在流
通している電子書籍のマンガが，紙媒体でのコ
マ割りを維持したまま，文字や絵を見ることが
できるからではないかと考えられる。新聞の場
合も，紙面の形式を維持しているかどうかが重
要であり，インターネット上にニュース記事だけ
切り分けられた場合は新聞とはみなされていな
かった。

〈機器で判断〉
● テレビに映していれば「テレビ」になる。
【G1 男性・25歳】【G1 男性・31歳】【G3 
男性・51歳】ほか多数

● （LINEライブなども）テレビで見る限り
は「テレビ」の分類に入る。【G1 男性・
29歳】 

● ファイヤーTVスティックを使ってテレビ
に映し出したものを見ている時は，何が
映し出されていても「テレビを見る」。【G1 
男性・25歳】 

● AmazonとかHuluをテレビで見る場合
は，テレビで動画を見るので「テレビを
見る」になる。【G2 女性・33歳】

〈インターネットラジオもラジオ〉
● タブレットにradikoを入れて聞いてい

る。調査票に書くとしたら「ラジオを聞
く」。本当のラジオではないが，中身は
一緒なので。【G1 男性・39歳】

● 画面とか何も見ずに携帯から音を流して
いるからラジオの感覚で，インターネット
ではない。【G2 女性・33歳】 

● ドラマならオンデマンドでも感覚的に
「テレビ」になる。…（中略）…元々どう
いう放送形態かによる。【G3 男性・49歳】

〈紙媒体かどうかが重要〉
● 紙面を広げないと「新聞を見る」にならな

〈リアルタイム性や
　  放送局が発信しているかどうかで判断〉

● リアルタイム性があるかどうかで判断し
ているので，「テレビ」は生放送とか止め
て見られないものだけ。Chromecastを
使ってテレビに映し出すとしても，止めて
見ることができれば「ビデオ」と考えてい
る。【G1 男性・39歳】

● 「テレビを見る」は，ニュースとかバラ
エティーとか地上波で見ているものだ
と思った。テレビで見ているとしても，
Huluで見たらサービスを使っているから
違うのかなと思った。【G4 女性・43歳】 
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「CD・デジタルオーディオプレイヤー・

　　　　　　　　　　　　　テープを聞く」

「CDを聞く」を「音楽を聞く」と同義で使用
している人もいたが，大半は実際にCDを用
いる場合に限って「CDを聞く」を使っている。

「テープ」は，今回の調査対象者においては，
日常使われている単語ではなかった。

「ビデオ・HDD・DVDを見る」

国民生活時間調査の調査票では，「ビデオ・
HDD・DVDを見る」はテレビ放送のタイムシフ
ト視聴に加え，レンタルビデオやセルビデオの
視聴も想定している。しかしその解釈以前に，
ビデオやHDD，DVDという言葉自体が使われ
ておらず，違和感を持たれていることがわかっ
た。タイムシフト視聴については，多様な手
段が使われており，特定の機器や媒体で行動
をイメージさせることは難しく，「録画」という
言葉のほうがわかりやすいようである。また
追いかけ再生についてはリアルタイム視聴と
受け止め，「テレビを見る」に記入する人が多
かった。

〈内容が同じなら
 電子版やインターネットでも紙媒体と同じ〉
● 月2回出される市の広報は，PDFで落と

して見ることもある。PDFで落としたも
のになると新聞形式で広げて読めるので

「新聞を読む」感覚で，ブラウザーで見た
ら新聞ではなく「記事」という感覚。【G3 
男性・49歳】 

● いろんなところからダウンロードするの
でサイト名は覚えていないが，携帯を通
してだけど「マンガを読む」と言っちゃっ
ている。【G2 女性・31歳】 

● 新聞にしてもマンガにしても本にしても，
紙と一緒なら細かく区切る必要はない。
インターネットといってもダウンロードし
ているのでネットにつながなくても読め
るし，ただ紙で読んでいるのか，タブレッ
トで読んでいるのかの違いしかない。【G1 
男性・39歳】

い。【G3 男性・49歳】
● 紙なら「本や雑誌を読む」と思うが，サイ

トで見れるものはマンガを読んでいる感
覚ではないので。【G2 女性・28歳】

〈CDを聞く≠音楽を聞く〉
● 音楽を聞くことを「CDを聞く」とは言わ

ない。【G4 女性・43歳】

〈テープという言葉は使わない〉
● （「テープを聞く」とは）言わない。古いっ! 

と思う。【G4 女性・51歳】 

〈ネットニュースは新聞とは異なる〉
● Yahoo！ニュースとかは完全に新聞の意

識はない。【G3 男性・49歳】 
● 新聞と新聞のニュースだけ切り取るのは

ちょっと違う。新聞とまるっきり一緒の
電子版ならまだ「新聞」に入れてもいいと
思うが，記事だけ切り取ると違う。【G1 
男性・39歳】

〈実際にCDを使っている時だけ〉
● （「CDを聞く」は）自分でも使う。でもそ

れが（実際に）CDじゃなかったら使わな
い。「テープを聞く」とは言わない。【G1 
男性・25歳】

〈CDを聞く＝音楽を聞く〉
● CD自体を使っている。「CDを聞く」と言

う。音楽を聞く時に「CDを聞く」という
言い方をすることはある。でもiPhone
に入っていると音楽と言うかもしれない。

【G4 女性・42歳】



70 MAY 2018

─4. 調査票修正の方向性

2020年の生活時間調査を実施するにあたっ
ては，前節までにまとめた3つの問題点を踏ま
えた調査票の修正が必要となる。そこで，そ
れぞれについて，現段階での修正の考え方を
整理する。

（1）細切れ行動・同時行動を
　　想起・記入すること

15分単位のプリコード式の調査票において
「15分より短い行動の記入はしづらい」という

問題点は，国民生活時間調査の調査票をプリ
コード方式に切り替える際に行った1993年の
実験調査ですでに明らかになっている 4）。

今回のグループインタビューでも，短時間の
行動が記入しにくいという発言が多数挙がっ
ていた。また，何かをしている時にもたらされ
た突発的な通知による行動は覚えていないと
の発言もみられた。さらに，15 分単位という調
査票の形式は，15 分未満の短時間の行動は記
入しなくてもよいという解釈を与えていること
も明らかになった。今回，発言の多かった短時
間のメディア利用や突発的なアプリの通知など
はスマートフォンに顕著な行動であり，スマー
トフォンの利用が増えることにより，以前よりも
記入しにくい細切れ行動が増えていると考えら
れる。

これらの解決策として，まず短時間の行動
を想起しやすくするために，現在も実施してい
るようにメモ帳などを配付してできるだけこま
めな記録を促すといった方法が考えられる。ま
た，短い行動でも記録してほしいという意図を
明確に示すことや，記入の方法自体を変更す
ることも考えられる。例えば「日本人の情報行
動調査」のように，短時間の行動は×印を記入
するといったやり方を導入することなどである。
この場合は，どれくらいの時間をかけた行動
を捕捉するのか，時間量として捕捉するのにふ
さわしい行動なのかなど，十分な議論が必要
である。一方で短時間のメディア利用について
は，時刻ごとに正確な記入を求めるのは困難
であると判断し，例えば付帯質問として1日単
位での利用を記録してもらい，最低限1日の利
用率を計測するという方法も考えられる。

〈追いかけ再生〉
● （追いかけ再生は）「テレビ」に入る。30

分遅れても「テレビ」。次の日だったら
「HDD」に入る。【G2 女性・23歳】

● 番組がやっている時に追いかけて見たら
「テレビを見る」になる。その番組が終
わった違う時間や翌日とかなら「録画」に
なる。【G2 女性・28歳】

〈ワーディングに対する違和感〉
● 「ビデオ・HDD・DVD」は昔の人という感

じで，どこからか借りて1回1回セットし
て見る感じ。【G1 男性・31歳】

● 「ビデオを見る」は昔の人，50 ～ 60代の
人が使う言葉。「ディスクを見る」も（自分
は）言った記憶がない。【G1 男性・39歳】

〈タイムシフト視聴として認識していない〉
● 「録画を見る」（という項目）はないので，
「その他」に書くか「テレビ（を見る）」に
しちゃう。「HDDやDVD」は自分でディ
スクを入れて再生する感じにとらえる。

【G2 女性・31歳】
● 録画を見る＝HDDを見るという意識はな

い。【G1 男性・35歳】
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（2）インターネット上の
　　コミュニケーションの分類

国民生活時間調査では，家族・友人・知人と
インターネットでやりとりする行動を「家族や友
人と会話・おしゃべりする」に分類している。近
年，LINEやTwitter，Facebook，Instagram
などインターネット上でのやりとりの手段が急速
に増えたが，今回のグループインタビューでは，
それらを「家族や友人と会話・おしゃべりする」
に分類する人としない人に分かれた。今後の調
査票の1つの方向としては，これまでと同様に
インターネット上のやりとりも入ることがわかるよ
うに説明を付記したり，項目名をよりわかりやす
く変更したりすることが考えられる。もう1つの
方向としては，インターネット上のコミュニケー
ションを独立した行動として設定することが考
えられる。しかし，調査相手の記入のしやすさ
の点から行動数はむやみに増やすべきではない
こと，そもそも生活時間調査の形式ではコミュ
ニケーションを定量的にとらえることが難しいこ
とを十分に考慮する必要がある。

（3）メディア利用行動の分類とワーディング

国民生活時間調査の行動分類には，理論
的に，生活行動部分の「目的・機能」的分類
区分と，メディア利用行動部分の「形態・手
段」的分類区分が混在しているという指摘があ
る。しかし，NHKという放送局が調査を実施
する主体である限り，たとえ両者が混在し，行
動分類のレベルが統一されないことになってし
まっても，「テレビ視聴」や「ラジオ聴取」を独
立させなければならないという事情があった。
また，国民生活時間調査の初期である1970年
代当時は「テレビを見る」ということに関して行
動実態やイメージ，名称が確立していて，一般

人を対象とする調査において，「テレビを見る」
を独立した1つの行動として扱うのは不自然で
はなかった 5）。

ところが1980年代以降，テレビに録画再生
機能が付属し，さらに近年はインターネットに
も接続するようになって，テレビという機器が
多機能化した。それにつれて，テレビという機
器を使った行動が多様化し，人によって「テレ
ビを見る」という言葉からイメージする行動に
幅が出てくるという状況になったのである。

今後の行動分類の考え方として，1つはメ
ディアについてもそれぞれを「目的・機能」的
分類区分とみなす方向が考えられる。例えば

「テレビを見る」という行動を“機器を問わず，
リアルタイムで放送局が放送するコンテンツを
視聴する”などと，定義を厳密にする方法であ
る。現在は，基本的にこちらの考え方を踏襲
している。もう1つは，メディア利用行動部分
は「形態・手段」的分類区分に徹し，デバイ
ス利用行動としてとらえる方向である。

今回のグループインタビューの調査相手はメ
ディア利用先端層であり，行動の認識の仕方
がデバイスに寄っている可能性があるが，コン
テンツがデバイスを問わずに利用されるように
なっている現状や調査相手の記入のしやすさ
を考慮すると，メディアについて「形態・手段」
的分類区分とすることも視野に入れる必要が
あるだろう。

ワーディングに関しては，今回の調査から
CD，テープ，ビデオ，HDDという単語につい
て，特に違和感を持たれていることがわかっ
た。これらについては，利用率などを鑑み，
多くの人に誤解なく伝わる言葉に変更する必要
がある。ただし，その際には国民生活時間調
査の調査対象者の年齢が10歳以上で上限が
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ないことに留意する必要がある。例えばテープ
という単語が2015 年の調査票で使われていた
が，これは若年層になじみがなくとも，高年層
には伝わりやすいという理由があったからであ
る。次 と々新しいメディアが生まれ，若年層を
中心に普及していく一方で，従来から存在する
メディアのほうにより親和性を持つような高齢
者も存在している。メディア利用が多様化し，
年代ごとに利用の様相が異なることを十分に
考慮しながら，多くの人に理解される言葉を検
討しなければならない。

─まとめ

国民生活時間調査の大きな特徴は，調査に
継続性があり時系列でデータを比較できること
である。そのため，これまでは調査票の変更
を最小限にとどめてきたが，メディア利用が多
様化することによって，前述したように現在の
調査票では対応できない部分が生じ，2020年
調査に向けての修正が必要となっている。

今回のグループインタビューで明らかになっ
た3つの問題点を踏まえ，今後の修正の方向
としては大きく2通り考えられる。1つは，調
査の時系列比較を維持するため，定例の調査
はこれまでと同様にできるだけ変更せず，定例
の調査ではとらえきれないメディア利用行動に
ついて，別途それに特化した機動調査を行う
方向，もう1つは，現在のメディア利用行動の
実態を把握することを優先して，これまでの行
動分類の枠組みを見直したり，記入方法を変
更したりと，調査の大幅なリニューアルを行う
方向である。

どちらの方向で調査票を修正するかは今後
の検討となるが，“国民生活時間調査”でとらえ

るべき日本人の生活とは何か，日記式の生活
行動調査で把握できることは何かを，改めて
整理する必要があるだろう。インターネットを中
心としたメディア利用行動の変化は激しく，こ
の先も変容・拡大を続けていく可能性が高い。
それらを生活行動の中にどう位置づけていくの
かは，2020年調査のみならずそれ以降も重要
な課題となるからである。

なお，今後の工程としては，このグループイ
ンタビューの結果をもとに作成した調査票を用
いて，2018年10月にメディア接触に関する生
活時間調査を実施する。定量的にメディア利
用行動を把握し，改めて調査票の課題を整理
したうえで，2020年の調査票を修正する予定
である。

（わたなべ ようこ/よしふじ まさよ）
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