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インターネットは，利用者の急増に伴い，
人びとの生活の中に定着してきたといえる

（本誌2006年3月号「インターネット利用者の
拡大とテレビ視聴」ほか）。こうした変化を受
け，2005年国民生活時間調査では，仕事や
家事での利用やメールを除き，自由時間に行
なったウェブや掲示板，ブログの閲覧などに
限定した「趣味・娯楽・教養のインターネット」
を新たに行動項目に加えた。その結果，この
ようなインターネット利用について，男女と
も10～30代では平日に2割前後の人が利用
し，国民全体の行為者平均時間も1時間38分
と，ある程度まとまった時間を費やしている
ことなどが明らかになった（図1）1）。

今回の報告では，さらにインターネット利

用時間の長短によって，インターネット以外
の生活行動にどのような違いがあるのかを明
らかにすることで，生活時間からみた「イン
ターネットがある生活の現在」を報告する。

具体的には，インターネットをよく利用し
ていて社会的にも中核的な立場にある20～
50代を対象とし，平日のインターネット行
為者平均時間が1時間38分であることから，

「長時間利用者」（1時間30分以上）と「短時
間利用者」（15分以上1時間30分未満）に分
け，さらに男女別に生活行動の比較を行なう。

1. 生活時間調査の中のインターネット
インターネットの利用スタイルは，利用者

によって多種多様である。もっぱら職場で仕
事上のメールの送受や情報検索ツールとし
か使わない人も多いだろう。一方で，自分の
ブログを作成してみたり，オンライン上のコ
ミュニケーションに参加するなど，これまで
にはなかった利用でエンジョイしている人も
少なくないようだ。ここでは，「インターネッ
トを使う」という行動の2005年調査での定義
をもう一度まとめておこう。

インターネットの利用は，前回の2000年調
査では独立の行動項目にはなっていなかった
ものの，自由行動としてのインターネット利

図1　自由行動としてのインターネット・男女年層別行為者率（平日）
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用（情報検索など）を「趣味・娯楽・教養」に，
メールを「会話・交際」に含めていた。今回の
調査でインターネットを行動項目として独立
させる際に，前回との時系列性を確保するた
めに2000年の定義の継承を最優先に検討を
行なった。つまり，従来どおりメールの送受
については電話や手紙と同様の「会話・交際」
に含め，仕事や家事，学業上での利用につい
ては，それぞれ「仕事」「家事」「学業」に含め
ることとした。その結果，今回調査で明らか
にできる「インターネット」という行動は，あ
くまで利用者が自分の自由時間内に行なった
ウェブや掲示板，ブログの閲覧などに限定さ
れている 2）。インターネットの内容としては
限定的にみえるかもしれないが，自由行動，
特にメディア利用行動との相対的位置づけを
探るのに，むしろ妥当な定義であると考える。

2.インターネット利用者のプロフィール
1日（平日）に自由行動としてインターネッ

トを使う人は20～50代全体で14%である。
インターネットに1時間30分以上を費やす

「長時間利用者」とそれ未満の「短時間利用
者」，そして「利用なし」の人の割合を男女別
にみると図2のようになる。長時間，短時間

にかかわらず，平日に自由行動としてイン
ターネットをする人は，全体からみればまだ
まだ少数派である。

では，利用者のプロフィールには特徴があ
るのだろうか。男女に分けて，「長時間利用
者」「短時間利用者」「利用なし」それぞれの
年層別（図3），ライフステージ別（図4），職
業の有無別（図5）の構成比を示した。まず年
層別には，20・30代の割合が男性では「長時
間」>「短時間」・「利用なし」であるのに対
し，女性では「長時間」・「短時間」>「利用
なし」である（図3）。また，男性では「短時間」
で40代の割合が多く，男女とも「利用なし」
では50代の割合が多い。次にライフステー
ジ別では，男性では未婚・子なしの割合が「長
時間」>「短時間」「利用なし」，子ありの割
合が「長時間」<「短時間」「利用なし」であり，
女性の場合は「長時間」「短時間」と「利用なし」
の間で男性と同様の関係がみられる（図4）。

職業の有無別では，職業なしの割合が男性

図 2　インターネットの「長時間利用者」と「短時間利用者」の割合
（全体 =20 ～ 50 代・平日）

図 3　インターネット利用時間別・年層構成比（男女別）
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の場合は「長時間」>「短時間」「利用なし」で
あるのに対し，女性は「長時間」>「短時間」
>「利用なし」の関係にある（図5）。さらに職業
なしの具体的な内訳をみると，男性・長時間利
用者の職業なし（21%）は，学生が9%，無職が
10%，とほぼ半々である。また女性・長時間利

用者の職業なし（51%）は，主婦36%，学生5%，
無職9%と圧倒的に主婦が多い。長時間利用者
は20・30代の割合が高く，学生の割合が多い
と思われたが，実態はそれほどでもない。

つまり，男女を問わず，インターネットを
長時間利用する人びとほど，20・30代，職
業なし，未婚・子なしの割合が高い傾向があ
る。しかし，長時間利用者の割合そのものに
男女差はない。またその構成がインターネッ
ト利用の活発な若年層に極端に偏っているわ
けでもなく，女性の場合はこれまで利用の少
なかった主婦の割合が高いなど，長時間利用
者にはさまざまな年層やライフステージの人
が含まれているといえよう。さらに男女の相
違点を示せば，女性の場合は長時間・短時間
にかかわらず「利用者」と「利用なし」の間で
プロフィールに差があるのに対し，男性は「短
時間」と「利用なし」の間に差はほとんどなく，

「長時間」の特徴の違いが際立っている。こ
れは先行してインターネットが生活に浸透し
た男性では，もはや単なるインターネット利
用者が特別な人びとではない段階まで利用が
日常化していることを示しているといえる。

3.「長時間利用者」と
　「短時間利用者」の生活時間の違い

2章でとりわけ「長時間利用者」のプロ
フィールが際立った特徴を示していたことが
わかったが，インターネットを長く使う人の
生活時間は，少ししか使わない人とどう違う
のだろうか。ここからは両者の比較に重点を
置いて分析を進める。表1，2に，「長時間利
用者」「短時間利用者」の主な行動の1日の行
為者率と全員平均時間を示した。男女に分け
て比較していきたい。

図 5　インターネット利用時間別・職業の有無別構成比（男女別）

図 4　インターネット利用時間別・ライフステージ別構成比（男女別）
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最大の相違点は，仕事や家事といった拘
束行動の時間量が，「長時間利用者」は「短時
間利用者」に比べとても短い点である。男性
では，「長時間」は「短時間」より仕事時間が
2時間30分以上短く，女性では仕事と家事が
それぞれ30分程度短い。これと裏表の関係
で，男性「短時間」の自由時間は3時間45分
であるのに対し，「長時間」は6時間18分（ち
なみに「利用なし」は3時間23分），女性「短
時間」は4時間31分に対し，「長時間」6時間
1分（「利用なし」は3時間42分）と，「長時間」
の自由時間は「短時間」よりも大変長い。こ
の自由時間の長さがインターネットを長時間

行なうための第一の物理的条件といえる。
平日にもかかわらず，長時間利用者で自

由時間が長い背景を，男性の仕事時間の時
間量分布でみてみよう（図6）。先ほどのプロ
フィールの説明で，長時間利用者は職業なし
の割合が多かったが，さらに有職者に限って
みても，仕事時間が「0時間」「4～6時間」と，
調査対象日に仕事をしなかった人，短時間勤
務の人が多いことがわかる。また女性の場合
は，仕事だけでなく家事時間の差も大きい（表
2）。家事内容の内訳でみると，特に子どもの
世話の行為者率・時間量で差が大きい。こ
れは幼児・学童の子がいる割合が，「長時間」

表1　インターネット「長時間利用者」「短時間利用者」の
主な行動の行為者率・時間量（男性・平日）

表 2　インターネット「長時間利用者」「短時間利用者」の
主な行動の行為者率・時間量（女性・平日）

長時間利用者 短時間利用者
行為者率

%
全員平均時間

時：分
行為者率

%
全員平均時間

時：分

睡眠 99 7：11 100 7：01
食事 100 1：24 100 1：24
身のまわりの用事 95 0：55 98 0：57
仕事関連 71 6：02 93 8：39
仕事 70 5：59 93 8：23
仕事のつきあい 3 0：03 9 0：16
学業 7 0：22 4 0：11
家事 38 0：42 37 0：33
炊事・掃除・洗濯 17 0：09 12 0：08
買い物 22 0：15 16 0：07
子どもの世話 7 0：07 15 0：13
家庭雑事 10 0：10 12 0：07

通勤 60 0：48 84 1：12
通学 6 0：05 4 0：04
会話・交際 9 0：09 16 0：15
レジャー活動 100 3：44 100 1：18
スポーツ 7 0：07 8 0：08
行楽・散策 12 0：24 8 0：12
趣味娯楽（ネット） 100 2：50 100 0：45
趣味娯楽（以外） 16 0：23 14 0：13

マスメディア接触 87 3：33 95 3：21
テレビ 80 2：29 84 2：13
ラジオ 16 0：21 26 0：33
新聞 39 0：14 51 0：20
雑誌・マンガ・本 23 0：18 21 0：13
CD・MD・テープ 11 0：11 15 0：16
ビデオ 13 0：13 9 0：08

休息 36 0：21 47 0：24
必需行動 100 9：30 100 9：25
拘束行動 88 7：58 99 10：35
自由行動 100 6：18 99 3：45
サンプル数 215 221

長時間利用者 短時間利用者
行為者率

%
全員平均時間

時：分
行為者率

%
全員平均時間

時：分

睡眠 99 6：39 100 6：48
食事 100 1：31 100 1：34
身のまわりの用事 98 1：16 99 1：20
仕事関連 48 3：19 55 3：49
仕事 48 3：19 55 3：47
仕事のつきあい 1 0：00 3 0：03
学業 4 0：08 5 0：15
家事 90 4：22 89 4：51
炊事・掃除・洗濯 85 2：26 83 2：25
買い物 50 0：33 53 0：35
子どもの世話 26 0：49 34 1：25
家庭雑事 49 0：55 57 0：47

通勤 38 0：24 48 0：34
通学 4 0：03 5 0：07
会話・交際 26 0：23 32 0：27
レジャー活動 100 3：10 100 1：32
スポーツ 7 0：07 8 0：07
行楽・散策 16 0：14 15 0：14
趣味娯楽（ネット） 100 2：31 100 0：44
趣味娯楽（以外） 18 0：19 21 0：27

マスメディア接触 96 5：01 97 4：17
テレビ 92 3：42 91 2：57
ラジオ 18 0：27 18 0：20
新聞 36 0：13 46 0：15
雑誌・マンガ・本 23 0：16 29 0：18
CD・MD・テープ 16 0：20 26 0：22
ビデオ 10 0：11 16 0：16

休息 43 0：26 45 0：22
必需行動 100 9：35 100 9：48
拘束行動 100 8：09 100 9：21
自由行動 100 6：01 100 4：31
サンプル数 164 298
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37%に対し，「短時間」は48%と多く，短時
間利用者には子育て世代がより多く含まれて
いることと対応している。このように，イン
ターネットに費やせる時間は，仕事や家事の
繁忙度で大きく規定されるといえよう。

睡眠や食事といった，誰もが行なう必需行
動の時間量には，あまり大きな違いはみられ
ない。一方で，自由行動については，インター
ネット以外のレジャー活動（スポーツ，行楽・
散策，趣味・娯楽・教養）には大きな違いは
ないが，テレビ視聴時間は特に女性で「長時
間」3時間42分，「短時間」2時間57分と，長
時間利用者のほうが1時間近くも長い。近年

“インターネットをする人ほどテレビ視聴時間
が短い”といったインターネットとテレビの時
間的競合の有無が注目されているが，今回の
データによると，インターネットを長時間す
る人はテレビも長時間見ている関係にあり，
競合関係は見出せない 3）。しかし，テレビ以
外のメディアに目を移すと，男性はラジオや
新聞で，女性は新聞やCD・MD・テープ，ビ
デオで，それぞれ短時間利用者のほうが行為
者率が高い。総じて，短時間利用者のほうが，
多くのメディアに接している傾向がある。

4.「長時間利用者」と
　「短時間利用者」の夜間の生活

20～50代の働き盛りの人びとの平日の自由
時間の使い方を詳しくみていくということは，
仕事や家事が終わった後の夜間の過ごし方を
みるのと等しい。この章では，「長時間利用
者」と「短時間利用者」の平日夜間の，インター
ネットとテレビの時刻別の動きに焦点を当て，
インターネット長時間利用の実態をとらえる
こととしたい。テレビをとりあげたのは，平
日夜間の自由行動の中でテレビだけが行為者
率・時間量とも突出しているからである。

まず図7は，「長時間利用者」のインター
ネットとテレビの15分刻みの行為者率であ
る。男性では午後7時台まではテレビのほう
がよく見られているものの，8時以降はテレ
ビとインターネットが拮抗する。特にイン
ターネットは時間を追うごとに行為者率が増
加し，10時30分には実に40%以上に達する。
そして10時30分以降はインターネットがテ
レビを完全に上回るのである。一方女性は，
午後7～11時にかけて大変よくテレビを見て
いるが，インターネットも8時以降行為者率
が増え始め，10時～10時30分にピークとな
る。しかもこの間テレビの行為者率が全く
減っていない点が大きな特徴である。

次に比較対象として，「短時間利用者」に
ついて同様にみていく（図8）。当然ながらイ
ンターネットの行為者率は長時間利用者を大
きく下回り，ピーク時でも男女とも15～6%
である。男性はテレビの行為者率がピークを
迎えて下がり始める午後10時以降，インター
ネットの行為者率が上昇する。女性は7時30
分～9時30分の間はテレビの行為者率も長時

図 6　インターネット利用時間別・仕事関連の時間量分布
（男20 ～ 50 代有職者・平日）
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間利用者を下回る。これは後で示すが，短時
間利用者のほうがこの時間帯に家事が忙しい
ためである。テレビが増えるのは9時30分以
降で，11時以降減り，インターネットが漸
増する。このように短時間利用者のほうが，
夜間のインターネットの行為者率が増え始め
るタイミングがやや遅めの時間帯にある。

また，夜間（午後6時～午前0時）に“ながら”
でインターネットを利用している人の率を時
刻別にみた結果，特に女性「長時間利用者」で

“ながら”利用が多いことがわかった。図9は，
女性の「長時間利用者」「短時間利用者」それ
ぞれのテレビ全体の率と，そのうちのインター
ネットとテレビが同時に行なわれた率をあわ
せて示したものである。長時間利用者では，
午後9～10時台にテレビを見ながらインター

ネットをしている人が6～9%程度いることが
確認できる。“テレビを見ながらインターネッ
ト”－このスタイルがインターネットの長時間
利用を生み出す要素のひとつといえる。

最後にインターネットとテレビ以外の行動
も含めて夜間の行動の時刻ごとの動きを図式
化してまとめた（図10が男性，図11が女性）。
男性の場合，「長時間」は早めに仕事から離れ
ている人が多く，午後9時には行為者率10%
未満となる。大体8時以降は“インターネット
かテレビか”という生活である。一方「短時間」
は，仕事の行為者率が10%未満になるのが午
後10時と1時間遅く，8～9時台には家事を
している人も5～10%いて忙しい。女性の場
合も，「長時間」は8時以降家事や身のまわり
の用事が少なくなり，テレビとインターネッ

図 7　インターネット長時間利用者のテレビとインターネット時刻別行為者率（平日・男女別）
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トに集中している。一方「短時間」は，9時頃
までは家事が繁忙なうえ，テレビやインター
ネットのほか，雑誌・マンガ・本など他の自
由行動をする人も5～10%程度おり，長時間
利用者より行動の多様性がみられる。

まとめ
ここまで，生活時間調査データを用いて「イ

ンターネットを長時間使う人の生活」を考察して
きたが，その特徴は次のようにまとめられよう。

1. 自由行動としてのインターネット利用時

図 9　テレビの時刻別行為者率とテレビ - インターネット重複行為者率（平日・女性長時間利用者と短時間利用者）

図 8　インターネット短時間利用者のテレビとインターネット時刻別行為者率（平日・男女別）
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間の長短を決する最大の要素は，「拘束
時間の長短と裏返しの関係にある自由時
間の長短」という物理的な問題である。

2. 自由時間が比較的長い人が長時間インター
ネットをする傾向にあるため，インターネッ
トを長時間する人は結局テレビも長時間見
ており，インターネットとテレビの時間的

な競合は見出せない。
3. 長時間利用者のインターネットの時刻別行為
者率の動きは，特に男性では夜間の長い時間
にわたりテレビの行為者率と拮抗している。

4. 女性の長時間利用者は男性より夜間のテ
レビの行為者率が高く，テレビとインター
ネットの“ながら”利用も多い。

図10　インターネット時間量別・夜間の主な生活行動（男性・平日）

図11　インターネット時間量別・夜間の主な生活行動（女性・平日）
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3や4で示した行為者率の動きは，あくま
で長時間利用者の「平均値」であり，実際の
個人の行為を映し出したものではない。しか
し3からは，“テレビを見るようにインター
ネット”を，4からは“テレビを見ながらイン
ターネット”を恒常的にしている長時間利用
者の姿が想像できるのである。

では，自由時間さえ確保されれば，誰もが長
時間利用者になり得るのだろうか。平日は20
～50代で自由時間が長い人は少ないため，長
時間利用者は少数派であった。たとえば，仕
事が休みの人が多い土曜・日曜では，長時間
利用者が増加することが想像されよう。残念
ながらサンプル数が十分でないため詳細な分
析はできないが，特に男性では，日曜には全体

（20～50代）の14%が「長時間利用者」（平日は
7%）となっており（ちなみに女性は平日5%に対
し，日曜7%），確かに自由時間があれば長時間
利用者となる傾向がうかがえる。しかし一方で，
短時間利用者はテレビ以外のメディア利用の
行為者率が高いなどの特徴があり，“インター
ネットはあくまで自由行動，もしくはメディア
のひとつとして選び取って利用”という短時間
利用者独自のスタンスもあると考えられる。

今回は自由行動としてのインターネット利用
の一端を紹介するにとどまったが，自由行動と
しての利用にとどまらず，インターネット利用
行動をより詳細かつ包括的（媒体別，利用内容
別，利用目的別）にとらえられるよう設計した

「IT時代の生活時間調査」の実施を10月に予定
している。この調査結果からさらに分析を深
めたいと考えている。　　　　（なかの さちこ）

注

1）「趣味・娯楽・教養のインターネット」の結果の概
要については，「日本人の生活時間・2005」（『放送
研究と調査』2006年4月号）14-15ページ参照のこと。

2）「趣味・娯楽・教養のインターネット」は「趣味・
娯楽・教養」という行動から分離・独立させて生
まれた行動なため，中分類行動では「マスメディ
ア接触」ではなく，「レジャー活動」に含めている。

3）これまでにもさまざまな種類の調査から，テレビと
インターネットの間に明白な時間的競合関係がない
ことが報告されてきた。たとえば，2002年にインター
ネット・ユーザーを対象に行なったグループ・イン
タビュー結果では，インタビュー対象者の7割が「テ
レビを見る時間は変わらない」「テレビを見る時間は
変わらないが，集中度が薄れた」と答えており，イ
ンターネットとテレビの同時利用を示唆する発言が
目立ったとしている（詳細は，原由美子・重森万紀「イ
ンターネットユーザーのテレビ観」本誌 2002 年 6
月号）。また，「日本人とテレビ・2005」調査の分析
では，「インターネット利用に関わりなく，『テレビは
つけておくもの』という傾向が強い」点が指摘され
ている（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」本誌 2006 年 3月号）。さ
らに生活時間調査の手法で，情報通信研究機構と
東京大学情報学環が共同で行なっている「日本人
の情報行動に関する実態調査」（2005年）の分析
からも，20～ 40 代において，インターネット利用時
間の長さとテレビ視聴時間の間に有意な相関がない
ことを明らかにしている（「インターネットの利用動
向に関する実態調査報告書2005」第 4章参照）。
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ことば
言葉
コトバ

土から成る「土塁」。それに囲まれた安全

な住
す

み処
か

。「城」という文字の成り立ちという。

研究書によると，国内には，天守閣が厳

然と聳
そび

える城から，石垣や土塁だけがよす

がを留めているものまで，記録に残ってい

るだけで，2万5,000もの城（址
し

）があると

いう。

そのうち江戸時代からの天守閣が保存さ

れているのは，わずかに12か所。代表格

はやはり世界遺産の白鷺城こと「姫路城」だ

ろう。国宝に指定されているのは「姫路城」

「松本城」「彦根城」そして「犬山城」の4つ

だ。意外に少ない。

四国には伊予「松山城」「宇和島城」，讃

岐「丸亀城」，それに土佐「高知城」の天守閣

が，明治初期のいわゆる「廃城令」や太平洋

戦争の空襲などの被害を免れて現存し，築

城当時の風格を残している。

ところで，2万5,000にも上る城はどの

ような変遷を遂げたのだろうか?

外敵の進入から命を守る

まずは簡素な柵
さく

囲
がこ

いで陣地を固めるとこ

ろからはじまった。次に，周囲に溝を掘り

土塁を盛った館，土塁は石垣へと強化され

ていく。この辺りまでは独立した集落と

いう“横関係の集団”としてあったと思われ

る。佐賀県の吉野ヶ里遺跡や長崎県壱岐の

原
はる

の辻遺跡などが思い浮かぶ。

　　　  城

武士の支配の象徴として

時代が下って，武士が地域支配の前面に

出るようになると，武力による支配の象徴

としての「城郭
かく

」に性格を変えていった。

そして中世になると支配者の権威を示すべ

く“天守閣”が登場する。文献では細川家の「摂

津伊丹城」に天守閣という記述があるが，そ

の詳細は不明で，織田信長が築城した「安土

城」が名実ともに大層な天守閣をもった城と

いうことが出来る。豊臣秀吉の「大坂城」，家

康が加藤清正に築城を命じた「名古屋城」な

どは往時の権力の強大さを今に伝えている。

形態は時代を反映

自然を利用した山城や，海や川を利用し

た海城や水城，そして平地にわざわざ土を

盛って作り上げた平城など，時代背景と土

地の特性を生かした城が作られた。江戸時

代に入って国内の秩序が保たれるようにな

ると「元和一国一城令」や「武家諸法度」が

発せられて“築城熱”はさめた。江戸末期に

は諸外国の脅威に対する防衛力強化のため

幕府の手で函館に洋式の五稜郭が作られた

が，皮肉にも“戊辰戦争”の最後の戦場に

なってしまった。ちなみに長野県佐久市に

も松平乗
のりかた

謨によって築城された「龍岡五稜

郭」が石垣を残している。江戸時代最後の

築城だった。 

　　　　     　  山本明夫（やまもと あきお）


