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  1. はじめに

2006年，テレビ放送初期の街頭テレビの
時代から 50年あまり，再びテレビが街へ飛
び出した。4月1日から 29都府県で，携帯電
話などの移動体端末に向けた地上デジタル放
送サービス「ワンセグ」が始まったのである。
いつでもどこででも見られるこの新しい「テ
レビ」の登場によって，たとえば電車の中で
も，メールの代わりにテレビを楽しむ人が増
えていくかもしれない。デジタル化が進むこ
とによって，メディアは，また新たな時代を
迎えることになった。

2004年に発足した「日本人とメディア」総
合調査研究プロジェクトでは，デジタル化に
よって，テレビ視聴をはじめとする日本人の
メディア利用がどのように変わるのかを探究
している。世論調査やインタビューなど多様
な方法を用いながら，総合的，多角的な研究
を続けている。

プロジェクトでは，デジタルメディア 1）の
導入や利用の実態をとらえるために，4 つの
層から成る概念図（図1）を作成した。デジタ
ルメディアを導入しているかという点から，
導入者と非導入者という 2 つの大きな層に分

け，前者を，利用する人と利用しない人に，
後者を，いずれ導入する意志がある人と導入
の意志が全くない人とに分類した。

この図を基に，本誌6月号では，2006年1
月に実施した世論調査の結果から，4 つの層
がどのように分布しているのかを分析し，デ
ジタルメディア利用の全体像を報告した 2）。

本稿では，デジタルメディアの導入者を対
象に行った 2006年1～2月の事例研究の結果
から，VOD（ビデオオンデマンド），DVR（デ
ジタルビデオレコーダー），インターネット
のそれぞれの利用者の意識や利用行動の特性
などを探る。さらに，このようなデジタルメ
ディアの利用とテレビ視聴とがどのような関
係にあるのかについても考察を試みる。

図1　デジタルメディア導入・利用の概念図

「日本人とメディア」総合調査研究報告②

拡張する「選択性」とテレビ視聴
～デジタルメディア・ユーザーの事例研究から～

                　渡辺誓司 /米倉　律　



47JULY 2006

  2. 事例研究の概要

プロジェクトでは，2005年1月にも，30歳
代のデジタルメディア（多チャンネル，デジ
タル放送受信，ブロードバンド・インターネッ
ト）導入者39人を対象に事例研究を行ってい
る。そこでは，利用の実態が非常に分化して
おり，多様なメディアを多彩に使い分ける人
達からテレビ中心の生活を送る人達まで，さ
まざまに自らの情報空間を形成している実態
が見て取れた 3）。

今回は，対象者の年層を 20～60歳代に広
げ，前回の事例研究ではわからなかった，デ
ジタルメディアの世代的な広がりや年層によ
る違いを見ることにした。また，調査時点で
はまだ「ワンセグ」は開始されていなかった
が，その時点での先端的メディア利用の実態
を探るため，携帯端末での動画利用状況や
ニーズなどについてもたずねた。

関東圏のケーブルテレビ会社4）に協力を依
頼し，デジタルメディアを導入している契約
者（6,130世帯）にスクリーニング調査（WEB
調査）を行い事例研究の協力者を募集，20～
60歳代の男女66人（男性38人，女性28人）
の協力者に次の 3 つの調査を行った。

1. 日記式調査（平日と休日，各一日分のメ
ディア接触状況）

2. アンケート調査（テレビの見方，情報欲
求など）

3. メディア利用実態に関するヒアリング
スクリーニング調査は 2005年12月～2006

年1月，上記1～3 の調査は 2006年1～2月
に実施した。

以下，VOD，DVR，インターネットの順に，
事例研究の結果を分析する。

  3. VOD

VOD（ビデオオンデマンド）とは，ブロー
ドバンド回線を利用して，家庭のテレビやパ
ソコンで，好きな時に好きな映画やテレビの
番組，音楽ソフトなどの動画コンテンツを視
聴できるサービスである。

今回，協力を依頼したケーブルテレビ会社
は，2004年12月にケーブルテレビ事業者とし
て最初に VOD の本サービスを開始した。映
画・音楽・アニメ・テレビドラマ・カルチャー・
アダルトなど最大1,000 タイトルの作品を提
供している。このうち 100 タイトルは無料で，
これ以外は有料のサービスとなる。

事例研究の協力者66人の中で，ケーブルテ
レビ会社のVODを利用していたのは2人だっ
たが，スクリーニング調査やアンケート調査
から，実際にはインターネット上の動画配信
サイトをパソコンで利用している人が多いこ
とがわかった。

①VODについての評価
VOD による動画コンテンツは，66人中23

人が「見ている・見たことがある」と答えて
いる。女性よりも男性がやや多く，また年層
で見ると，女性の利用は 30～40歳代が中心
だったのに対して，男性の利用者は 20～60
歳代まで各年層で見られた。

利用者に VOD の感想を聞いてみた。

< 満足している>
・懐かしいアニメなど，仕事から帰宅して

1 日 1 本は見ている。（20 代男性）
・韓国ドラマにはまっている。子どもが幼

稚園に行って，昼間ひとりでいる時に見
るようになった。（30 代女性）
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・テレビの編成はお仕着せだが，VOD だ
と自分の都合を優先して見ることができ
る。（60 代男性）

<不満である>
・パソコンの問題かもしれないが，画面が

小さく，動画は見づらい。（40 代男性）
・利用している VOD サービスは録画がで

きず，気に入ったソフトでも自分のもの
にできない。（30 代男性）

VOD の感想で多かったのは，自分の都合
に合わせて視聴できる点を評価するものだっ
た。上記のような一部不満の声もあったが，

「好きな時に好きなものを」という VOD の特
徴そのものが，利用者にとって大きな利点に
なっているようである。

②利用されている動画サービス
VOD利用者から，よく利用する動画サービス

として挙げられたものをまとめたのが表1である。

・「おうち de シアター」は，これでないと
見られないものや，一部の地域ではやっ
ているものが見られる。（30 代男性）

・C-SPAN や衆議院 TV など，仕事がらみ

の動画を見ている。趣味で見るのは犬の
レース。（30 代男性）

・よく見るのは，映画のプレビューや出演
者のインタビューなどの芸能ニュース。

  （30 代女性）
・最近，GyaO に登録した。ゴルフ，釣り

などのコンテンツを視聴。（60 代男性）
動画配信サイトのVOD 利用者は，自分の関

心に合わせ，見たい内容のコンテンツが配信さ
れているサイトを探して視聴しているようであ
る。ただ，ヒアリングで挙げられたVODサービ
スのうち，ケーブルテレビ会社による「おうちde
シアター」以外はすべて無料サービスで，有料
の動画配信サイトの利用者は見られなかった。

③無料か?有料か?
本誌6月号でも報告したように，今年1月

に実施した世論調査で，インターネットを利
用している人（531人）に動画サービスについ
てたずねたところ，「有料の動画サービス」の
利用者は 2% だったのに対し，「無料で見ら
れる動画サービス」の利用者は 39% で，無料
サービスの利用者が格段に多かった（図2）。

今回の事例研究では，有料サービスである
「おうち de シアター」の利用者は，次のよう
な感想を述べている。
・利用料がレンタルビデオと変わらないの

で抵抗はない。ただ，視聴できる期間が 

おうちdeシアター
協力を依頼したケーブルテレビ会社の有料 VOD
サービス。100タイトルが見放題。それ以外は1
本 53～ 525円。延べ1,000タイトル以上。

GyaO
CMを流し，会員向けにニュースやドラマなどを
無料で配信。2006 年 4 月，サービス開始から約
1年で会員が 900 万人を突破した。

衆議院TV 衆議院本会議や委員会などの審議映像を配信。

C-SPAN アメリカの非営利衛星放送ネットワーク。議会中継
や公共番組を配信。

Yahoo! 動画 スポーツやハリウッド映画などの番組を有料・無料
で配信。動画検索機能もある。

BIGLOBE
ストリーム

NECが運営する動画ポータルサイト。有料配信も
行っている。

MSNビデオ マイクロソフト社が運営する無料の動画サービス。

日経ゴルフガイド
日本経済新聞社のニュースサイト内のゴルフ関連の
情報ページ。スライドや動画でわかりやすいゴルフ
レッスンを配信。

表1　主な動画サービス（事例研究対象者が利用しているもの）

図 2　インターネットの動画サービスの利用

「日本人とメディア」調査（2006 年 1月）
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2 ～ 3 日で短いのが難。（30 代男性）
一方，無料サービスの利用者からは，「お

うち de シアター」を含む有料の VOD サービ
スについて，次のような反応があった。
・自分が見たいのは，硬派の政治討論や教

養番組だが，数が少ない。コンテンツの
ラインナップが問題。（60 代男性）

・映画を見るなら，映画館の方が迫力があ
る。映画館に代わるくらいのものでない
と…（30 代女性）

・全般的に利用料が高いのではないか。費
用対効果の点でまだまだ。（30 代男性）

有料のサービスについては，利用料が高い，
安いということだけでなく，金銭的な負担を
する以上，無料サービスにはない，有料なら
ではのメリットを求めているようだ。VOD
の便利さは評価しつつも，今のところ，金銭
的な負担に値するものとして認識されている
とはいいがたい。無料サービスから有料サー
ビスへの移行には段差があるようだ。

④携帯電話での動画配信利用
今回の事例研究では，携帯電話による動画

配信サービスについてのヒアリングも行った
が，利用者はほとんど見られず，実際の利用
についての感想を聞くことはできなかった。

また，「ワンセグ」を含め動画視聴一般に
対するニーズは全体的に小さく，「ワンセグ」
の視聴意向が消極的だった，本誌6月号での
報告を裏付けるような反応だった。
・画面が小さいので，これで好きな海外ド

ラマを見る気はしない。（30 代男性）
・携帯電話は今の機能で十分。（40 代女性）
・電池の減りが心配。電池が減るくらいな

らそんな機能はいらない。（20 代男性）

「ワンセグ」が開始される前の調査だった
ことを考慮する必要もあるだろうが，携帯
電話で「いつでもどこでも」テレビを見られ
ることは，自宅のテレビやパソコンで「いつ
でも好きなものを」見られる VOD ほどには，
積極的な評価がなかった。

  4. DVR

DVR（デジタルビデオレコーダー）は，家
庭で番組を録画したり再生したりする際に用
いられる家電機器であり，ここ数年，従来か
らのビデオデッキに代わるものとして注目さ
れている。JEITA（電子情報技術産業協会）
によると，DVR は 2004年度，2005年度とも
に年間およそ 350万台の出荷を記録しており，
現在の世帯普及率は 15% を超えていると見
られる 5）。また，今後5年以内に世帯普及率
が 50% 前後に達するとの予測もある 6）。なお
DVR は，広義には DVD レコーダーを含むが，
ここでは HDD（ハードディスクドライブ）を
搭載したデジタル録画機を指して DVR と呼
ぶこととする。

DVR には EPG（電子番組表），長時間録画，
時差再生，30秒スキップなどの機能があり，
またコンテンツはハードディスクに保存され
るため，ビデオデッキのようにビデオテープ
の管理や早送り・巻き戻しなどが不要である
こと等が，従来のビデオデッキと大きく異な
る特徴である。また DVR は，ビデオデッキ
と異なって，流通形態やインターフェースに
も幾つかの種類がある。単体の家電製品とし
て小売店で販売されるものが大勢を占める
が，ケーブルテレビ事業者が利用者にリース
または販売する受信用 STB（セットトップ
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ボックス）に DVR 機能を付加したタイプや，
DVR 機能付きのテレビ受像機なども出てき
ており，今後さらに多様化する可能性がある。

①若年層，高収入層に多い利用者
今回の事例研究の結果を検討する前に，プ

ロジェクトが今年1月に実施した世論調査の
結果から，現在 DVR を所有し，利用してい
る人達がどのような人達なのかを簡単に見て
おきたい 7）。

第一の特徴として挙げられるのは，DVR
の所有者や購入希望者が，若年層に多いとい
う点である。購入意向についてたずねたとこ
ろ，「すでに購入している」という人が，全体
では 15% であった（図3）。これを年層別に見
ると 60～70歳以上で 8% であるのに対し，20
～30歳代では 22% となっている。「近いうち
に購入したい」や「価格が安くなったときに購
入したい」など「購入予備軍」と見なすことの
できる人の割合も，60～70歳以上で 20% で
あるのに対し，20～30歳代では 55% である。

また，DVR の所有者を年収別で比べると，
年収400万円未満では所有者の割合が 11%
であったが，年収800万円以上では 31% と，
年収の高い人ほど割合が高くなっている。同

様に，学歴別に見ると，中学校（旧小学校・
高等小学校）卒業者では 7% であるのに対し，
大学卒業者では 22% となっており，学歴の
高い人ほど割合が高くなっている。このほか，
地上デジタル放送をすでに見ている人（50%）
や，専門チャンネルを見ている人（37%），イ
ンターネットを週に 2回以上利用している人

（26%）で割合が高くなっている。このように，
かつての普及初期におけるインターネット
や携帯電話などと同様に，DVR においても，
若年層や経済的に比較的余裕のある層，また
情報取得や情報機器所有に対して積極的な意
欲を持つ層を中心に，普及が進んでいる。

② DVR 利用で録画・保存が増加
今回の事例研究の対象者66人のうち，

DVR の所有者は 14人で，そのうち所有して
はいるが，ほとんど使っていないという人が
2人であった。所有していない人は 52人で
あったが，そのうちの 32人は，「近く購入す
る予定がある」，「価格低下の動向を見て購入
したい」など，「購入予備軍」と見なすことの
できる人達，残り 20人は「購入する意志がな
い」人か，そもそも「DVR 自体についての知
識がない」人達であった。

DVR を所有し，かつ積極的に利用している
人達への利用実態に関するインタビューから
は，録画した番組を再生視聴する，いわゆる

「タイムシフト視聴」や，早送りや 30秒スキッ
プの機能を使った CM スキップといった行動
が日常的に行われている様子がうかがわれる。
注目すべきは，DVR を利用するようになって，
ビデオデッキや DVD レコーダーの利用時に
比べ，番組を録画したり，保存したりする時
間量が増えたという声が多かった点である。

図 3　DVRの購入意向

「日本人とメディア」調査（2006 年 1月）
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主な声を挙げると以下のようなものがある。
・以前はビデオデッキを 2 台使って録画し

ていたが，DVR に買い換えてから録画
時間が飛躍的に増えた。（30 代男性）

・とりあえず，見たいと思った番組や好き
なタレントが出ている番組はほとんど録
画するようになった。（30 代女性）

また DVR を所有してはいないが，購入を
希望または予定している人達からも，録画が
増えるだろうという声が聞かれた。
・ビデオはテープの早送りや巻き戻しが面

倒だからあまり録画しないが，DVR で
はたくさん録画したい。（30 代男性）

・多少の費用がかかっても，録画のための
経費だと思えば DVR は高くない。今よ
りもっと録画すると思う。（20 代男性）

事例研究に先行して実施した世論調査で
も，DVR 所有者を対象に利用状況について
たずねた質問（複数回答）では，「番組を録画
して見ることが増えた」が 59% に上ってお
り，録画再生によるテレビ視聴が増加してい
ることが明らかになっている。

DVRに関しては，「タイムシフト視聴」の増
加と，その結果としてのCMスキップの増加な
どによって，テレビ視聴や商業放送のビジネス
モデルに大きな影響があるのではないかという
議論がある。そうした文脈からも，DVR 利用
者における録画・保存の時間量の増加現象は
興味深い 8）。もちろん，先に見たように現在の
DVR の世帯普及率は15～20% 程度であって，
この段階の DVR 所有者は，そもそも「テレビ
好き」でテレビ視聴に対して積極的な人が多い
ために，DVRによって，番組録画・保存時間
が増加したり，テレビ視聴時間が増加したりす
ることは，ある意味では当然の結果ともいえる。

今後，普及が拡大していく中で，タイムシ
フト視聴の割合とその推移や，DVR がテレ
ビ視聴に与える影響が実質的にどうなってい
くかが注目される。

③テレビ視聴を「効率化」するDVR
インタビューからは，DVR による「タイ

ムシフト視聴」が，テレビ視聴を「より効率
的なものにしたい」という利用者の欲求に導
かれているという点も浮かび上がってきた。

例えば，両親と同居している 20歳代のあ
る男性の場合，所有している DVR はリビン
グルームのテレビではなく，自分の部屋のテ
レビに接続しており，専ら自分専用に使っ
ている。そして「見たいもの，気になる番組
を，とりあえず録画」しておき，これらの録
画番組を再生する際には「かなり早送りしな
がら見る」。この男性の場合，CM だけでな
く，ドラマなども早送りすることが多く，職
場での話題のために「結末だけわかればいい」
という見方をすることも少なくないという。

また，DVR を「ほぼ毎日利用している」と
いう 40代の男性は，ドラマやバラエティー
など数種類の番組は必ず毎回予約録画をして
おき，時間のある時にまとめて視聴するとい
う。特に週末には放送で見たい番組がない場
合に，DVR で録画した番組を，時に早送り
をしながら視聴する。この男性にとってテレ
ビ視聴は「DVR の再生視聴が中心になって
いるといっても過言ではない」という。

このように，DVR の利用者の間では，1
日の中でおのずと限られているテレビ視聴の
時間に，どのような番組を見るかの選択・決
定の軸が，DVR の利用によって，より「自
分中心」となり，テレビ視聴が「効率的」で「快
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適」なものとなっている，と感じられている
のである。こうして，選択性が拡大され，ま
すます個人化されるテレビ視聴が，DVR の
普及に伴って，どの程度の広がりを持つに至
るかという点にも注目する必要がある。

  5.インターネット

インターネットは，この 10年ほどの間に急
速に普及し，今年1月に実施した世論調査の
結果によると，自宅のパソコンで利用してい
る人は 38% である（電子メールを除く）9）。ま
た，ブロードバンド・インターネット（ADSL，
CATV，光ファイバー）の利用者が増加し，
ナローバンド（一般電話，ISDN）利用者と肩
を並べるほどになった（図4）。

ほぼ毎日利用するという人は 19% と 5人
に 1人の割合で存在し，ブロードバンドを利
用している人に多く見られる 10）。接続環境
の高度化は利用頻度に影響しているようだ。

過去5年の利用の変化を見ると，ほぼ毎日
利用している人も，週1回以上利用している
人もともに倍増している。若い世代だけでな
く，男性60代や女性50代など年齢が高い層
で利用が伸びている 11）。

今回の事例研究は，ケーブルテレビの専用

回線を利用したインターネット接続家庭を対
象にしたため，全員がブロードバンド利用者
である。インターネットをほぼ毎日利用して
いる人は，調査をした 66人中42人だった。

①高年齢層への広がり
事例研究における，50代・60代という高

年齢層のインターネットの利用を見ると，女
性に比べて男性がより積極的に活用してお
り，定年退職後にパソコンを学んだ人，ケー
ブルテレビ会社がサービスを開始したのを
きっかけに始めた人などがいた。
・インターネットでよく見るのは，Yahoo!，

市や自分が行くゴルフ場のHP。（60代男性）
・町内会の連絡をインターネットでやり始

めた。同窓生も，半数がインターネット
をやっている。（60 代男性）

・グルメサイトから知事の HP までネット
サーフィンを楽しんでいる。お得な情報
や割引券もゲットしている。（50 代女性）

もちろん，パソコンを使いこなし，イン
ターネットを活発に利用しているのは若い世
代に多かったが，もはや若年層に限定された
メディアではないといえる。高年齢層であっ
ても，情報収集意欲やその目的意識が強けれ
ば，あまり抵抗を感じずに接触できるメディ
アになってきたことがうかがえる。

②テレビ視聴とインターネット
今回の調査では，インターネットを利用して

いる人が，テレビをどのように視聴しているの
か，さらにテレビとインターネットをどのよう
に評価しているのか，両者の利用の実態につ
いてもたずねた。そこから見えてきたのは，「連
動型」「ながら型」という2 つの使い方である。

図 4　インターネットの利用（複数回答）

「日本人とメディア」調査（2006 年 1月）

（一般電話，ISDN）

ＡＤＳＬ

ＣＡＴＶ

ナローバンド

ブロードバンド

光ファイバー

16%

10

3

5

※調査では，14 種類のデジタルメディアの中から，自宅で利用でき
るもの，あるいは利用しているものを複数回答で選んでもらった。
インターネットについては，この 4 つの選択肢を設定した。
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連動型
テレビとインターネットの利用で，性別，

年層別を問わず多く見られたのは，第一次情
報をまずテレビから取得し，インターネット
でさらに詳しく調べるというものだった。2
つのメディアを，内容面で「連動」させた使
い方である。番組の視聴後に，ホームページ
で情報をチェックする人もいた。
・特に関心がある国際政治については，テ

レビのニュースを見てからネットで調べ
る。（40 代男性）

・テレビ東京『出没 ! アド街ック天国』で
紹介されている店は，番組のホームペー
ジで細かくチェック。（40 代女性）

・旅番組を見ると，自分が出かける時のた
めに，旅先や宿，店の情報をチェックし
ている。（60 代男性）

また，情報を得るというよりも，他の人の
意見を知るために利用するという人もいた。
・テレビで知ったことで，みんなの意見を

知るためにネットを利用。正しいかどう
かはともかく，ナマの意見が得られる。

（50 代男性）
テレビは，「わかりやすさ」あるいは「速報

性」に優れており，インターネットは，ユー
ザーが主体的に「必要なものを選び取る」時
に評価が高いメディアである 12）。ヒアリン
グからは，満足できる情報を取得するために，
利用者が，テレビとインターネットをその役
割や特性に応じて使い分けていることがわか
る。テレビがインターネットに置き換わって
しまったり，あるいは両者が競合したりする
のではなく，お互いの利点を生かした「連動」
という形で利用されているといえる。

ながら型
これは，テレビとインターネットを同時に利

用するもので，インターネットの使用頻度が高
い利用者に見られた。「ながら」利用について，
特に負担を感じているような反応はなかったが，
ただ，インターネットとテレビのどちらに集中し
ているかをたずねると，その意識はほとんどイ
ンターネットに向けられているようだった。
・夜の 11 時台，ニュース番組を見ながら，

パソコンの画面を開いている。気持ちの
7 割はインターネット。（30 代男性）

・パソコンを使っている時もテレビはつい
ていて，テレビはポイントのところだけ
見る。（60 代男性）

・パソコンは夕方から夜までつけっ放し。
家事の合間にYahoo!でニュースをチェッ
クしつつ，横目でテレビ。（30 代女性）

これまで NHK が行ってきた各種調査で
も，インターネットと「ながら」で行われて
いる行動として，家事や食事とともにテレビ
が挙がっている 13）。

今回のヒアリング結果からは，「ながら」
利用の場合，テレビは，とりあえずつけてお
いて，気になった時だけ目を向けるものとし
てとらえられていることがうかがえる。これ
は，インターネットの利用が，テレビの視聴
時間よりも，むしろテレビの見方に影響する
ということを示唆していると考えられる。

③交流のメディアとしてのインターネット
インターネットの利用では，HP の閲覧や

情報検索だけでなく，自分の HP を作ったり，
ブログやチャットなど，自ら発信することで
楽しみを見出している人も増えている。たと
えば，総務省の調査では，ブログの登録者は
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2006年3月末時点で前年の 2.6倍の延べ 868
万人，SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サイト）の登録者は延べ 716万人となってい
る 14）。彼らにとってインターネットは，他人
とのつきあいを深めたり，広げたりする「交流」
のメディアの意味合いを持っている。
・SNS は 2 つ入っている。地元の友達より

ネットの友達がおもしろい。（20 代男性）
・友達が紹介してくれた mixi15）にはまって

いる。今は書き込みを見るだけだが，将
来は発信もしたい。（30 代女性）

ネット上の交流を楽しむこのような人達
は，テレビにはない娯楽という点で，人とつ
ながることができる楽しさを評価している。
さらに，疲れを取りくつろぐことができる，
気晴らしのメディアと位置づける人もいる。
・毎日食事が終わるとチャット。自分の

HP も公開している。テレビを見るより
もチャットが楽しい。（50 代男性）

・自分の HP に来た人と友達になる。友達  
の HP を見るのが 1 日でホッとする時。
この時間は削りたくない。（40 代女性）

娯楽，気晴らしのメディアといった点でこ
れまで高い評価をされてきたテレビだが，今
後このような評価の面で，インターネットと
の時間の競合が強まっていくかもしれない。

  6.まとめ

以上，今回の事例研究の結果から，DVR，
VOD，インターネットの利用者の意識や利
用行動の特徴について検討してきた。最後に，
こうしたデジタルメディアの普及および利用
の拡大とテレビ視聴との関係について，幾つ
かの問題・課題を挙げておきたい。

まず，DVR，VOD，インターネットの利用
行動に共通して見られる特徴は，利用者のコ
ンテンツ利用・受容における「選択性」の拡大
という点である。しばしば指摘されるように，
メディアのデジタル化・ネットワーク化の進
展は，①「場所性」からの解放，②「同時間性」
からの解放，③「自己編集性」の拡大という 3
つの側面を持っている。携帯電話やカーナビ
等に代表される移動体端末の普及が，特に①
の側面に関わるとすれば，今回の検討対象で
ある DVR，VOD，インターネットは，主と
して②，③の側面に関わっている。

従来型の放送では，コンテンツは「送り手」
（= 放送局）の意図と選択に基づき，時間軸に
沿って編成されていたが，DVR や VOD の
利用者においては，そうした「時間性」とい
う制約が減少する。そして双方向性の拡大や，
記録，保存の手段・媒体の多様化は，これま
で大きく制約されてきた「受け手」側のコン
テンツに対するコントロール能力（自己編集
性）を増大させる。利用者の「選択性」が拡大
するのである。「選択性」の拡大は，利用者
に豊かで多様な情報空間をもたらす一方で，
メディア消費の細分化や個人の趣味・嗜

し こ う

好の
極大化という側面も持つであろう。

また，メディアのデジタル化に伴い，このよ
うに「選択性」を拡大していく利用者が，社会
成員のすべてではないという点も見過ごされる
べきではない。今回の事例研究でも，先行し
て行った世論調査の結果においても，DVR や
VOD の積極的利用者は対象者の一部である。
またパソコンの世帯普及率は 70% 以上に達し
ているが，インターネットの日常的利用者は，
実際には，いまだ社会の多数派ではない。従っ
て，コンテンツや情報収集への意欲，コスト，
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エネルギーなどのかけ方において，決して社会
の多数派とはいえない現在のデジタルメディア
利用者の動向を，単純に一般化して現代のメ
ディア環境としてとらえることはできない。

さらに，デジタルメディア利用者と非利用
者との間には，幾つかの点で「格差」と呼ぶ
べき状況が存在していることも事実であろ
う。この報告では詳しくは立ち入っていない
が，今回の研究結果は，年齢，収入，職業，
学歴といった諸要素が，利用者と非利用者の

「格差」に関わっている可能性を示唆してい
る。そしてこれらの「格差」が，両者のメディ
ア利用スタイルや利用量のみならず，受容す
る情報の「質」にも大きな違いを生み出して
いる可能性があることは否定できない。

メディアのデジタル化・ネットワーク化が
進む中で，「公衆によって直接受信されるこ
とを目的とする無線通信の送信」と定義され
てきた「放送」は，大きな変化を遂げつつある。
従って今後，「放送」が新たなメディア環境に
おいて果たし得る新たな役割・機能を探って
いく必要がある。そして同時に「放送」がこれ
までのスキームの中で果たしてきた役割・機
能，すなわち社会的な時間・空間の編成や構
成に「放送」が有形無形に関与してきたという
側面を，再検証・再評価していく作業も要請
されている。（わたなべせいじ / よねくらりつ）

注
1） 本稿では，デジタル AV 機器（例 : 地上デジタ

ル放送が受信可能なテレビ受像機や，デジタ
ルビデオレコーダーなど）と，デジタル放送サー
ビス（例 : ビデオオンデマンドなど）を合わせ
て「デジタルメディア」と呼称している

2） 白石信子・吉田理恵「デジタルメディア・利用
の裾野はどこまで広がるか」NHK 放送文化研
究所編『放送研究と調査』2006 年 6月号所収

3） 日本人とメディア総合調査研究プロジェクト「デ
ジタル時代の新サービスはどのように利用されてい
るのか」『放送研究と調査』2005年10月号所収

4） 静岡県中部・東部，千葉県，神奈川県，埼玉県
でサービスを展開。ケーブルテレビ接続世帯
数約 28 万世帯，インターネット接続世帯数約
7 万 6,000 世帯（いずれも 2006 年 1 月末現在）

5） JEITA の統計は下記の URL を参照
http://www.jeita.or.jp/japanese/

6） 例えば野村総研News Release（2005年5月31日）
7） 白石信子・吉田理恵，前掲参照
8） DVR と商業放送のビジネスモデルの関係につ

いては，米倉律「HDR はテレビ視聴と放送を
どう変えるか」NHK 放送文化研究所編『年報
2006』No.50

9） 白石信子・吉田理恵，前掲参照
10） 2006 年 1 月の調査では，インターネットをほ

ぼ毎日利用する人のうち，ナローバンド利用者
は 30%，ブロードバンド利用者は 47% だった

11） 原美和子・照井大輔「インターネット利用者の
拡大とテレビ視聴」『放送研究と調査』2006 年
3 月号所収

12） 原美和子・照井大輔，同上
13） インターネットの「ながら」行動の実態につい

ては，2006 年秋に詳細な調査を予定している
14） 2006年 4月13日発表の総務省の報道資料による
15） SNS のひとつで，2004 年 2 月に開設。国内最

大のユーザー数を持ち，2006 年 3 月 1 日時点
で登録者が 300 万人を超えた


