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今年4月から地上デジタル放送によるワンセ
グサービスが始まった。このワンセグは日本が
世界に先駆けて開発した携帯端末受信向けの
サービスであり，どこにいても身近な携帯端末
電話などで放送を見ることができる画期的な
サービスである。出先や，電車の中で，いつ
でもどこでも見ることができるまさに「放送な
らでは」のサービスであり，有線系では望むこ
とのできないサービスである。このサービスの
利用実態について，私たちは本年6月末から7
月はじめにかけて，1,050名を対象としたイン
ターネットによるアンケート調査を実施した。

内容については「調査の概要」以降の記述
をごらんいただきたいが，まずワンセグとは
どのような放送なのか，また，サービスを充
実するためにどのような調査が必要なのか冒
頭で簡単にまとめてみた。

 1. ワンセグとは
急速に伸びるワンセグ

8月24日に日本電子情報技術産業協会がワ
ンセグ対応携帯電話の出荷台数を発表した
が，それによれば，およそ120万台が6月末
までに出荷されていることが明らかになっ
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た。この数字は通常の固定受信機の総出荷
台数1,200万台の10%に達している。固定受
信機が2年半かけて1,200万台になったこと
を考えると，ワンセグが放送開始から3か月
で120万台というのは驚異的な数字ともいえ
る。ワンセグ携帯は「非常な勢い」で普及し
ているのである。この数字から読み取れるの
は「いつでも，どこでも」テレビを見たいと
いう要求が非常に高いことであろう。

日本につづいて世界各国で携帯向け放送の
開発が進められている。特にいち早くデジタ
ル放送を実現したヨーロッパでは携帯向け放
送のDVB-H規格が一昨年の暮れに欧州規格
化され，DAB（デジタルラジオ）をマルチメ
ディア化したDMBや，通信機器メーカーで
あるクアルコムが開発したMediaFLOなど
のサービスとの比較実証実験が繰り返され
ている。米国ではMediaFLOは，すでに電
話会社大手ベライゾンなどへの配信サービス
の開始が準備されている。MediaFLOは帯域
をめいっぱい使う通信的な作り込みをしてお
り，サービスの多さや通信インフラの利用な
ど注目すべき点がある。欧州で開発されたデ
ジタルラジオ規格であるDABを韓国がマル
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チメディア化したDMBは，欧州ではDVB-H
に押されやや苦戦している。しかしDVB-H
も時分割で多チャンネルを実現するという複
雑な仕組みをもっていることなどから，チャ
ンネル切替えの際のタイミングが遅れるなど
改良の余地があるといわれている。

そうした中で日本のワンセグはさいさきの
良いスタートを切ったわけであるが，携帯電
話に組み込まれたテレビ受信機という，これ
までにないデバイスの使い方については放送
事業者にとって，未知の部分があるだけに，
利用者の動向調査や利用者に対するインタ
ビュー調査を行いながらサービスの改良に努
める必要がある。そうした問題意識から，今
回の利用動向調査を実施したものである。

ワンセグの簡単な説明
現在，テレビ放送に割り当てられている周

波数帯域は6メガヘルツである。これはアナ
ログ放送と同じ帯域幅であるが，デジタル放
送では，この6メガヘルツを最大限に生かす
ために，様々な技術を使いハイビジョンや多
チャンネル，さらにはデータ放送といったこ
れまでにないサービスを行っている。そのう
ちでも，このワンセグは特筆すべきサービス
である。

このしくみについて簡単に説明する。図1

のようにデジタル放送では周波数帯を13のセ
グメントに分割し送信する。ひとつのセグメ
ント内には多くの搬送波が並んでおり，それ
らに信号を分散し重ねて送ることによって雑
音への耐性を高めている。13にわけられた帯
域をセグメントと呼んでいるが，そのうち12
セグメントをハイビジョン放送に利用し，1
セグメントを携帯端末受信向けに利用してい

る。1セグメントで行われる放送というとこ
ろから「ワンセグ」という愛称が生まれたので
ある。もちろん他の12セグメントのそれぞれ
についても異なった放送を送ることができる。
例えば12セグメントを3つに分割して標準放
送（現在の放送と同じ画質の放送）を4セグメ
ントずつ使って放送することもできる。現在
のところ固定受信向けにはハイビジョンが放
送できる12セグメント，及び複数の標準放送

図1　ワンセグ放送のしくみ
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に使用するマルチ編成と，このワンセグサー
ビスが実施されている。

ワンセグの特色を生かした放送
ワンセグの特徴としては，放送と通信の連

携があげられる。ワンセグの規格化において
は通信事業者との連携によって規格が作られ
た経緯があるが，これまでの放送から一歩進
んで，携帯電話の通信機能を利用して放送局
のサーバーからBMLコンテンツを取得する
データオンラインなどのサービスや，さらに
多様なネットサイトへのリンクを通じて通信
サーバーからHTMLコンテンツを利用する
といったサービスが展開されている。こうし
たサービスとしては英会話番組に連動した
データを取得して放送とともに，ネットコン
テンツを連携させて学習するなどの利用方法
がある。また放送で送られてくる地域独自の
天気予報や観光情報，交通情報などきめ細か
いサービスが手元にある携帯電話を通じて利
用できるといったメリットもある。

こうしたサービスについては，本格的な放
送と通信の連携という，これまでにない利便
性があるだけに，携帯電話の利用者が，実際
にどのような場面で，どのような情報取得行
動を行っているのか，そしてそれはワンセグ
サービスの浸透によって，どのように変化し
ていくのかなど，新しいメディアの成長過程
を随時調査しながらサービスのさらなる展開
につなげていく必要がある。

また家庭の固定受信機とワンセグを連携さ
せて，家庭で録画したコンテンツをフラッ
シュメモリーなどのメディアを経由して視聴
したり，そうしたコンテンツと通信を組み合
わせて投票や追加情報の提供などにあててい

くサービスが考えられる。

今後のワンセグ
今後のワンセグを考える場合には，「持ち

出しテレビ」という形態が普及するのか，ま
た，通信と連携した独自のサービスとして発
展するのか，二つの側面から慎重に利用動向
を把握する必要がある。

既に録画機能を備えたワンセグ専用受信機
などが発売されている。これは音楽や映像ク
リップを出先でたのしむためのモバイル機器
にワンセグチューナーを装備したものだが，
家庭でビデオレコーダーをテレビにつないで
いたのと同じ機能がポケットに入ってしまうわ
けで，そうした家庭と同じ環境をいつでもど
こでもというスタイルで利用する人々も増えて
くる可能性がある。また，ゲーム機にチュー
ナーカードを差し込むことで簡便にワンセグ
を受信できる商品の開発も進んでいる。ニュー
ス，天気予報，交通情報，いつも見ている番組，
スポーツ番組を，いつでもどこでも見たいとい
う需要は非常に大きいと考えられるので，こう
した「持ち出しテレビ」としてのワンセグへの
期待も重視する必要がある。

しかし，その一方で既にパーソナルコン
ピューターやデジタルカメラの機能を備えて
いる携帯電話は「万能情報処理機器」として
の地位を確立している。そのため，こうした
モバイル機器とは違ったワンセグ利用につい
て，大きな可能性をもっていることを忘れて
はならない。

従来のテレビ放送では一律的なコマーシャ
ルが放送されているだけだったが情報機器の
進化とともに，いつ，どこで，だれに，その
人が必要としている広告を提供するのかとい
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う課題が大きくなっている。こうした利用の
視点から，現金決済機能やポイント処理機能
をもった携帯電話と，テレビ放送をつないで，
従来の広告から一歩進んだ「販売促進」のた
めの情報を伝える役目も存在する。この分野
でブレークスルーするコンテンツが開発され
れば，ワンセグはテレビ放送の可能性を一挙
に押し広げることになるだろう。もちろん，
こうしたことは単純に既存のテレビの延長に
あるだけではない。また，災害情報，緊急避
難情報などライフラインに関する情報の伝達
手段としても大きな意味をもっている。

ワンセグ普及の課題
6月から携帯電話キャリアのボーダフォン

がワンセグ携帯電話機の提供を開始したが，
この携帯電話は非常に見やすい大型画面を備
えており，人気を集めている。こうした大型
画面化が今後，モバイル機器の映像メディア
化に大きな影響を与えることが考えられる。
同時にワンセグ普及の課題として，受信エリ
アの拡大と，地域放送の充実がある。

受信エリアの問題は重要である。というの
は現在の地上放送の受信エリアは基本的にア
ンテナを設置する固定受信を前提としてい
る。そのために地上を歩行する場合の受信状
態は既存の地上放送のエリアと比較するとか
なりせばまると考えられる。また地下街，地
下鉄といった受信が困難な場所にどのように
電波を届けるのかも大きな課題である。こう
した問題が解決されていけば，ワンセグが地
上テレビ放送の新しい柱となる可能性がひろ
がるだろう。

この調査では，こうした観点から利用実態
を調査した。

 2. ワンセグ利用実態調査
調査の概要

ワンセグサービスが4月に関東・中京・近
畿の三大広域圏（都市圏）と13の県の放送局
で始まってから3 ヶ月弱，利用状況を把握す
るため関東地方在住の20歳以上で，ワンセ
グ携帯電話（以降，ワンセグ携帯）でテレビ
を見ている人を対象に，インターネットによ
るアンケート調査を行った。事前の調査でワ
ンセグ携帯の所有者が男性に多いことが分か
り，しかし一方で女性の利用実態も把握した
いことから，調査相手は男600人，女450人
の合計1,050人とした。内訳は男女をそれぞ
れ20代，30代，40歳以上の3層に分け，男
の各層が200人，女の各層が150人である。

調査相手を決める予備調査では，まずイン
ターネット調査会社へ登録しているモニター
約3万4,000人からワンセグ携帯を持ってい
る1,444人（4.2%）を選び，次にその中から
ワンセグ携帯によるテレビ視聴（以下，ワン
セグ視聴）が一週間に1回未満の人を除いて
1,050人を抽出した。

平成17年通信利用動向調査（総務省）によ
れば，パソコンと携帯電話・PHS及び携帯情
報端末を併用するインターネット利用者（以
下，併用利用者）は4,862万人である。今の時
点でのワンセグ携帯購入者はアーリーアダプ
ターなのでほとんどが上記の併用利用者に含
まれるとすると，この併用利用者のワンセグ
携帯保有率は，ワンセグ携帯出荷台数120万
台（前出）を4,862万人で割った2.5%になる。
調査会社のモニターのワンセグ携帯保有率は
前述のとおり4.2%で，調査に対する関心の
高さなどから多少高めではあるものの，それ
ほどかけ離れた数字にはなっていない。
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高いテレビ放送への関心
ワンセグ携帯の購入時期を一ヶ月単位で聞

いたところ，一番早いモデルが発売開始に
なった2005年12月に購入した人は5%に過
ぎなかった。サービス開始が近づくにつれ購
入者が増加しているが，最も多かったのは
06年5月（26%），次いで06年6月（24%）であ
り，利用者の半数は直近の二ヶ月の間に購入
していることになる（図2）。ワンセグ視聴の
頻度は，多い順に「一日に2～3回」（21%），「一
日に1回」（19%），「一週間に2～3回」（16%），

「一日に6回以上」（14%）である。早い時期（05
年12月，06年1月）の購入者には，「一日6回
以上」のヘビーユーザーが多い。

購入金額は2万円台が33%，1万円台が
28%である。この金額はポイントなどを利用
した場合は，実際に支払った金額で答えても
らった。

ワンセグ携帯を使い始めた理由を自由回答
で聞いたところ，「ワンセグに興味があり見て
みたかった」「地上デジタル放送を体験した

かった」「ワールドカップを見ようと思って」
「外でテレビが見られる」などの放送に対する
関心に加えて，「携帯電話の切り替え時期だっ
た」「新しいものを試してみたかった」など
の理由があげられた。「災害情報を得るため，
最新のものが欲しかった」「布団の中でテレ
ビを見たかった」という回答もあった。

やはり利用の高い朝夕の通勤電車
ワンセグ視聴は一日平均で「30分以上～1

時間未満」が26%で最も多く，次いで「20分
以上～30分未満」「10分以上～20分未満」が
各17%である（図3）。全体の平均時間を算出
するため，各選択肢の代表値として中央値（た
とえば「20分以上～30分未満」の場合25分，
両端の「2時間以上」と「5分未満」はそのまま
の値）をとり，人数を掛け合わせて加重平均
をとると38分になる。一日平均38分のワン
セグ視聴時間は，空き時間の細切れ視聴が多
いと思われる中では，結構利用されていると
みてよいのではないか。05年12月の購入者

図 2　ワンセグ携帯の購入時期 図 3　1日の視聴時間
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は，「2時間以上」見る人と「5分未満」の人の
割合が，他の月の購入者よりも高い。いち早
くワンセグ携帯を手に入れた後，ワンセグ視
聴への関心が持続している人と，関心が薄れ
た人に二分されている。

それでは一日のうちで，どの時間帯の利用
が多いのだろうか。時間帯別の利用をみると，
朝7～8時台（17%），昼の0時台（19%），夜7
～8時台（24%）の三つのピークがある（図4）。
この朝，昼，晩の三つのピークは通常のテレ
ビ視聴と同様の傾向だが，①昼が朝より高い，
②夜のピークの立ち上がりが早く夕方5時台
から始まる，の2点はワンセグ固有である。
性年層別にみて全体に比較して高いのは，午
前7時台は男20代，8時台は女20代，午後0
時台は男30代，女40歳以上，午後6時～10
時台は男20代である。職業別では，専業主
婦（パートを含む）が午前10時台，午後0時台，
2時～5時台で全体平均より高い数字を示し
ている。一日に「2時間以上」見る人は，三つ
のピークに加えて，朝は5～6時台，昼の午

後1時台，夜の0時以降の時間帯でもワンセ
グを見ている人が多い。

ワンセグ視聴をしている場所を，多いと思
われる6つの選択肢をあげて聞いたところ，
最も多かったのは「帰りの通勤・通学時の電
車やバスの中（以下，帰りの電車・バスの中）」
の51%で，次が「朝の通勤・通学時の電車や
バスの中（以下，朝の電車・バスの中）」の
33%である。電車内でのワンセグ視聴は利用
場所の中心的なものと予想されていたが，「勤
務先の自席」「喫茶店や食堂，レストラン（以
下，喫茶店やレストラン）」（各22%）や「自
宅の自分の部屋」（21%）でも，思いのほか利
用されていることが分かった（図5）。全体に
比べて「自分の部屋」が高いのは20代で，値
段だけならもっと安い普通の小型テレビがあ
るのにワンセグ携帯を使っているのは，携帯
電話プラス自分専用テレビという魅力なのだ
ろう。「喫茶店やレストラン」での利用が多
いのは女40歳以上である。

時間帯と利用場所との関係では，午前0時

図 4　時間帯別の利用率 図 5　主な利用場所
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～6時までは「自分の部屋」，午前6時～8時
台は「朝の電車・バスの中」，11時～12時台
は「勤務先の自席」，午後1時台が「喫茶店や
レストラン」，午後6時～9時台が「帰りの電
車・バスの中」での利用が高い。一日に「1時
間以上」見る人は，「朝夕の電車・バスの中」
とりわけ「朝の車中」が全体より高い。ここ
で時間を稼いでいるわけである。

なぜその場所でワンセグ視聴をするのか場
所と理由について自由記述で書いてもらった
ところ，主なものとして「電車の中や駅のホー
ムで暇つぶしに見る」「どうしても見たい番
組や生中継を外出先で見る」「勤務先で昼休
みに見ることが多い」などがあげられた。「自
分の部屋」では「落ち着いて見られる」「寝る
前に布団の中で見られる」などの多数派のほ
かに，「同居の親が早く休むので，邪魔にな
らないようワンセグを見る」というのもある。
日々の生活にしっかりと根付いている例とし
て，「化粧しながら洗面所で」「子どもを寝か
しつけながら」「台所でご飯の支度をしなが
らニュースを見たい」という，“なるほどこん
な使い方もあるのか”と思うような使い方も
あった。台所での視聴はラジオでもよさそう
なものだが日常的に接しているのがテレビで
あるため，ご飯の支度をしながらワンセグ携
帯を“聞いていて”，関心があるところだけ映
像をチェックするという見方をしているのだ
ろう。「ニュース速報を同時に2チャンネル
みたいとき」「裏番組の確認」「PCの横でな
がら視聴し，気になる情報が流れれば居間の
TVで見る」という，2台目テレビないしはサ
ブテレビ的な使用をしている利用者もいる。

よく見られているニュース
ワンセグ携帯で見ている番組のジャンルを複

数回答で聞いた。最も多くの人が見ているのは
「ニュース」（76%）で，「天気予報」（39%），「ス
ポーツ」（35%）が次に続く形となった（図6）。
小さい画面，外出先での細切れ視聴というイ
メージから「歌・音楽」や「アニメ・マンガ」が
見られていると思われたが，意外に「ドラマ」
や「お笑いやコント」の方がよく見られている。
このジャンルは家での普通のテレビ視聴の延
長として見られているのであろう。「歌・音楽」
はそもそも番組としての数が少ないことに加
えて，携帯電話の音楽再生機能がきめ細かい
サービスを可能にしているため，ワンセグ視
聴の数字が低くなっているのだろうか。

普通のテレビでは男性より女性の方がドラ
マを好んで見るという傾向があり 1），地上デ
ジタル放送のサイマル放送だから当然といえ
ば当然だが，ワンセグでも女性のドラマ好き
は変わらない。ワンセグを一日に「1時間以上」
見ている人は，「1時間未満」の人に比べてス
ポーツやドラマを見る割合が高い。普通のテ

図 6　ジャンル別の視聴状況
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レビを一日に3時間以上見ている人も，同様
に，スポーツとドラマを見る割合が3時間未
満の人にくらべて高い。スポーツやドラマは
比較的長時間の番組のため，好んで見る人は
結果的に普通のテレビでもワンセグでも長時
間の視聴になっているのであろう。

視聴時間帯別に番組ジャンルをみると，
ニュースは午前6時～9時台，午後0時～1時
台，午後5時～6時台の三つの山，天気予報
は朝6時～7時台，午前11時台の二つの山で
よく見られている。ドラマは午後1時～2時
台，スポーツは午後6時以降の視聴が多く，
特にスポーツは夜中まで見る人が減らない
のが特徴である。視聴場所とジャンルの関
係は，ニュースや天気予報は「朝の電車・バ
スの中」，ドラマは「自宅の居間」や「自分の
部屋」で，スポーツは「喫茶店やレストラン」
や「帰りの電車・バスの中」でよく見られて
いる結果となった。

4 割が見たW杯・豪州戦
ワンセグ携帯で見るスポーツとして何が人

気があるのだろう。中継録画も含めてどん
なスポーツ中継を見ているか聞いたところ，

「サッカー」（51%）と「野球」（41%）が群を抜
いてよく見られている結果が出た。しかし，
この二つのスポーツに対する男女の好みの違
いははっきりしており，「サッカー」は男性が
わずかに多いものの男女差が少ないのに対
し，「野球」は圧倒的に男性で見られている。

かつて「野球はルールが面倒くさく，子ど
もの頃に遊んだ経験の少ない女性はあまり
野球を好まない。それに対して，サッカーは
手を使わずにとにかく相手のゴールへボー
ルを入れるだけで分かりやすい」と言われて

いた。高校野球の人気ぶりからはそんな男女
差も解消に向かうかと思えたが，“ワンセグ
野球視聴”については好みの相違は残ってい
るようだ。「サッカー」はワールドカップの
人気沸騰が，男女を問わずワンセグ視聴に結
びついているのだろう。

ワールドカップ番組は，生中継だけでなく
様々な関連番組もよく見られた。ワンセグ携
帯でワールドカップのどんな番組を見たかと
の質問に対し，「試合の生中継」（37%）が最も
多かったが，「大会のハイライト」（28%），「試
合の録画放送」（14%），「夜のデイリーハイ
ライト」「毎朝6，7時台の速報コーナー」（各
13%）といったところも結構見られている。し
かし一方で，「ワールドカップは見ていない」
という人も37%いる。日本の試合を対戦相手
別に見たかどうか聞いたところ，「オーストラ
リア戦」（39%），「クロアチア戦」（34%），「ブ
ラジル戦」（26%）という結果が出た（図7）。

「ブラジル戦」の試合開始は日本時間で午
前4時だったから，多くの人が布団の中で観
戦していたことだろう。前半34分の玉田選
手のゴールで，「ひょっとしたら」と起き出

図 7　ワールドカップの視聴状況
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して家のテレビにスイッチを入れた人も多い
のではないだろうか。最も見ている人の多
かった「オーストラリア戦」では，男20代の
視聴は49%で，ほとんど半数に達している。
また，一日にワンセグ視聴が「1時間以上」の
人が日本の試合を見ている割合は，3戦とも
全体平均を上回っている。

データ放送で利用が進む交通情報
ワンセグサービスではテレビ放送のほかに

データ放送も行っており，その利用状況に
ついても質問してみた。よく利用されている
データ放送は「ニュース」（56%）を筆頭に，「天
気予報」（40%），「スポーツニュース」（28%），

「交通情報」（21%）などである（図8）。ワン
セグ視聴と同様な傾向だが，データ放送では

「交通情報」の利用が高い。この「交通情報」
は男女別でも，職業別の専業主婦（パートを
含む）と勤め人でもあまり利用に差はないが，
女20代での利用が他の性年層に比べて高い
という結果が出ている。その他，「スポーツ
ニュース」は女性より男性で利用されており，

とりわけ男20代での利用が高い。「天気予報」
は男女別では女性の利用が高いが，年層別
にみると男40歳以上でよく利用されており，

「番組表」は女20代でよく利用されている。
ジャンルと時間帯との関係をみると，

ニュースは朝6時～9時台，スポーツニュー
スは午前6時～8時台，天気予報は午前7時
～10時台が高い。また，利用場所別では，
ニュースは「朝の電車・バスの中」や「喫茶店
やレストラン」，スポーツニュースは「朝の
電車・バスの中」，天気予報は「勤務先の自席」
や「朝の電車・バスの中」での利用が多い。

今はないけれどあったら利用したい情報を
自由回答で記入してもらったところ，「株価」

「釣果情報」「宝くじの当選発表」「リアルタ
イムの渋滞情報」などが多く挙げられた。「JR
や航空機の空席案内」「レストラン，グルメ
ガイド」に加えて，「大学病院など混みあう
医療機関の待ち時間」「旬の売れている本の
一部閲覧」「ドラマ出演中の役者，女優のプ
ロフィール」などもあり，なかにはデータ放
送単独ではなくインターネットとの連携で期
待に応える方策を考えるのが現実的と思える
ものもある。

地下鉄でワンセグが見られたら
ワンセグは受信範囲が限られているため，

利用しようとしてもできない場所がある。こ
こで受信できるようにしてほしいと思う場
所を，5つの選択肢の中から複数回答で選ん
でもらった。多い順に並べると，「地下鉄」

（62%），「ビルの中」（49%），「地下街」（46%），
「地上を走る電車」（43%），「トンネル」（34%）
となる。「地下鉄」「地下街」などはある程度
予想されたが，「地上を走る電車」でも受信

図 8　データ放送の情報別利用状況
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できない場所がかなりあることが分かった。
「地下街」で見られたらという要望は，時間
帯別の利用者のなかで午後1時台の利用者が
一番多い。昼飯を食べながら，または食べ終
わった後のお茶の時間に利用したいというこ
とであろう。データ放送で交通情報をよく利
用する人は，「地下鉄」をはじめ様々な場所
で受信可能にしてほしいという要望が高い。

上記の5つの場所のほかに，受信できるよ
うにしてほしい場所を自由回答で聞いた。「高
速道路」「新幹線の列車内」「飛行機の中」な
ど移動中に使えたらという要望が高いほか，

「キャンプ場」「スキー場」「山」という回答
も結構ある。「キャンプ場で星空を見たあと
テレビも見たい」「リフトに乗っている間に」

「山頂で昼飯を食べながら」といったところ
なのか。「病院」での利用については，入院
時と外来の待ち時間中の2つの面から要望が
あげられている。

受信機の機能についても改善してほしい点
や機能を自由回答で聞いたところ，多くの人
が「電池の持ち時間の向上」をあげた。この
電池の問題は以前に「一日電池が持つかどう
か心配なので朝の電車では見ない。帰りは途
中で電池切れになってもあまり影響がないか
ら，帰りの電車では良く見る」というユーザー
の声を聞いたことがある。普及を図るうえで，
早急に解決しなければならない点である。ま
た，「アンテナが折れそう」「混んだ電車内で
は人を傷つけそう」などアンテナに関するも
のや，機種によってはスピーカーからイヤ
ホーンへの音声の切り替えにボタン操作を伴
うため，普通のテレビのようにイヤホーンを
差し込んだら自動的に切り替わる方式を望む
人も多い。「チャンネルの切り替えが遅い」「録

画時間をもっと長く」「画面をもう少し大き
めにしてほしい」「もっと画質を良くしてほ
しい」といった改善要望も挙がっている。

ワンセグがサービスを開始してから間もな
い時点の調査であり，受信範囲や受信機の改
善要望も多々あがっている。この中には地上
デジタル放送の受信地域の拡大によって解決
されるものもあるが，大半は別の取り組みが
要求されるものである。一例をあげれば，地
下鉄の問題がある。大都市での通勤・通学
は地下鉄が利用される割合が高く，朝夕の通
勤・通学の列車内での利用が高いことを考え
ると，ワンセグの普及拡大に地下鉄内での利
用は欠かせない。利用者が増えれば受信環境
も整備されるのか，受信環境を整備して利用
者の拡大を目指すのか。掛かる費用は膨大で，
誰がそれを負担するのかという問題も残る。
しかし，数多く寄せられた要望は，ワンセグ
サービスへの期待の大きさを表しているわけ
で，かなりの普及の可能性が感じられる。地
上デジタル放送の受信エリア拡大に合わせ，
さらに普及拡大の施策を実施していく必要が
ある。      （こばやし けんいち/みうら もとい）

注：
1） NHK 放送文化研究所編『テレビ視聴の 50 年』

NHK 出版
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Q1 そのワンセグ対応の携帯電話（ワンセグ携帯）を購入した
のはいつごろですか。次の中から一つだけお答えください。 

 1. 平成 17年 12月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8 ％
 2. 平成 18年 1月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0
 3. 平成 18年 2月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.3
 4. 平成 18年 3月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.2
 5. 平成 18年 4月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.4
 6. 平成 18年 5月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.6
 7. 平成 18年 6月 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.7

Q2 購入にどれくらいの費用がかかりましたか。新規購入価格
や機種変更価格など，毎月の利用料とは別に一時的にかかっ
た費用を，次の中から一つだけお答えください。（ポイント
などを使用して購入の場合は，実際に支払った金額をお選
び下さい。）

 1. 5,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.0 ％
 2. 5,000 円以上～ 10,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥ 11.0
 3. 10,000 円以上～ 20,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥ 27.6
 4. 20,000 円以上～ 30,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥ 32.7
 5. 30,000 円以上～ 40,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥ 15.6
 6. 40,000 円以上～ 50,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥2.4
 7. 50,000 円以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6

Q3 現在，携帯使用料を毎月いくらぐらい払っていますか。次
の中から一つだけお答えください。

 1. 2,000 円以下 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9 ％
 2. 2,000 円以上～ 3,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.6
 3. 3,000 円以上～ 4,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.1
 4. 4,000 円以上～ 5,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.8
 5. 5,000 円以上～ 7,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.7
 6. 7,000 円以上～ 10,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥ 27.5
 7. 10,000 円以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.4

Q4 ワンセグ携帯を使い始めた理由はなんですか。
  （主な理由）
 ・ ワンセグ放送を見てみたかったから
 ・ 携帯電話の買い替え時期にちょうどワンセグ対応の
  機種が出たから
 ・ 新しいものを試してみたかったから
 ・ ワールドカップを見ようと思って
 ・ テレビを通勤中に見たいから
 ・ 地上デジタル放送をいち早く体験したかったから
 ・ スポーツをリアルタイムで見たいから

Q5 ワンセグ携帯でテレビを見ている時間は，一日平均で何分ぐ
らいでしょうか。次の中から一つだけお答えください。

 1. 一日に 2時間以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.2 ％
 2. 一日に 1時間以上～ 2時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥ 13.0
 3. 一日に 30分以上～ 1時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥ 25.9
 4. 一日に 20分以上～ 30分未満 ‥‥‥‥‥‥‥ 17.0
 5. 一日に 10分以上～ 20分未満 ‥‥‥‥‥‥‥ 17.2
 6. 一日に 5分以上～ 10分未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.1
 7. 一日に 5分未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.4

Q6 通常ワンセグ携帯でテレビを見ている時間帯は何時ごろでしょ
うか。次の中から該当する時間をいくつでも選んでください。

 1. 午前 5時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4 ％
 2. 午前 6時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2
 3. 午前 7時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.3
 4. 午前 8時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.6
 5. 午前 9時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.7
 6. 午前 10時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3
 7. 午前 11時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 8. 午後 0時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.5
 9. 午後 1時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3
 10. 午後 2時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2
 11. 午後 3時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3
 12. 午後 4時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1
 13. 午後 5時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.3
 14. 午後 6時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.0
 15. 午後 7時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.2
 16. 午後 8時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.1
 17. 午後 9時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.7
 18. 午後 10時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.3
 19. 午後 11時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.6
 20. 午前 0時～午前 5時の間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.8

Q7 ワンセグ携帯でテレビを見ている場所はどこですか。次の
中からいくつでも選んでください。

 1. 自宅の自分の部屋 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.1 ％
 2. 自宅の居間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.0
 3. 朝の通勤・通学時の電車やバスの中 ‥‥‥‥‥ 32.7
 4. 帰りの通勤・通学時の電車やバスの中 ‥‥‥‥ 50.6
 5. 勤務先の自席 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.2
 6. 喫茶店や食堂，レストラン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.6
 7. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.1

Q8 そこの場所でワンセグ携帯を使う理由を教えてください。
  （主な理由）
 ・ 電車の中や待ち時間などに，暇つぶしに使う
 ・ 勤務先の昼休みに見ることが多い
 ・ 自室なら落ち着いて見られるから
 ・ どうしても見たい番組を外出先で見るため
 ・ 子どもを寝かしつけながら
 ・ 部屋にもテレビはあるのだが，寝ながら見るのに
  ちょうど良い
 ・ 台所でご飯の支度をしながらニュースを見たい

Q9 見ている番組のジャンルは何ですか。次の中からいくつで
も選んでください。

 1. ニュース ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75.5 ％
 2. 天気予報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.6
 3. ドラマ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.6
 4. クイズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.5
 5. お笑いやコント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.2
 6. 歌・音楽 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.8
 7. アニメ・マンガ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.1
 8. スポーツ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.9
 9. 生活・実用番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.6
 10. ワイドショー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.0
 11. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0

Q10 番組を見ているときはイヤホーンで音声を聞いています
か，それとも字幕を利用していますか。多い方を選んでく
ださい。

 1. イヤホーン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62.0 ％
 2. 字幕 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.5
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.5

【 ワンセグ利用動向調査の単純集計 】

1. 調査時期
  2006 年 6月 23日（金）～ 7月 4日（火）
2. 調査方法
  インターネット調査 
3. 調査対象
  関東地方の 20歳以上のワンセグ利用者
4. 調査数    1,050 人
  男の 20代，30代，40歳以上 各 200 人
  女の 20代，30代，40歳以上 各 150 人
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Q11 スポーツの視聴についてお伺いします。このワンセグ携
帯でどんな種類のスポーツ中継（中継録画も含む）を見て
いますか。次の中からいくつでも選んでください。

 1. 野球 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.8 ％
 2. ゴルフ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.5 
 3. サッカー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.5
 4. バレー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3
 5. 相撲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.4
 6. マラソン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8
 7. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8
 8. スポーツ中継は見ていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.6

Q12 ドイツでサッカーのワールドカップが行われています。
あなたは，ワンセグ携帯でこのワールドカップを見たこと
がありますか。まず，どんな番組を見たか教えてください。
次の中からいくつでも選んでください。

 1. 試合の生中継 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.6 ％
 2. 試合の録画放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.3
 3. 大会ハイライト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.1
 4. 毎朝 6,7 時台の速報コーナー（朝帯コーナー） 13.0
 5. 夜のデイリーハイライト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.2
 6. ウィクリーハイライト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.0
 7. 自分が録画した放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7
 8. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
 9. ワールドカップは見ていない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.0

Q13 試合はどの対戦を見ましたか。日本の対戦は 1～ 3の中
から選び，そのほかの試合についてはその他の欄に見た試
合をすべて「  」対「  」の形で記入してください。

 1. 日本対オーストラリア ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.0 ％
 2. 日本対クロアチア ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.1
 3. 日本対ブラジル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.8
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2
 5. 試合は見ていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.2

Q14 今月 6日にワールドカップが始まってから今日までの間
に，ワンセグ携帯でワールドカップに関する番組を何時間
くらい見ましたか。試合の中継だけでなく，スポーツニュー
スの中で見たものや自分で録画したものも含めて，合計時
間を次の中から一つだけお答えください。

 1. 30 分未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.3 ％
 2. 30 分以上～ 1時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.5
 3. 1 時間以上～ 2時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.0
 4. 2 時間以上～ 3時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.2
 5. 3 時間以上～ 4時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.9
 6. 4 時間以上～ 5時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4
 7. 5 時間以上～ 10時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2
 8. 10 時間以上～ 15時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1
 9. 15 時間以上～ 20時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7
 10. 20 時間以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 11. ワールドカップ関係の番組は見ていない ‥‥‥ 31.5

Q15 話は変わってデータ放送についてお聞きします。ワンセ
グ携帯ではテレビといっしょにいろいろな情報を見ること
ができるデータ放送が受信できます。あなたがよく利用す
るデータ放送は，どんな情報に関するものですか。次の中
からいくつでもお答えください。

 1. ニュース ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.6 ％
 2. スポーツニュース ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.5
 3. 交通情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.1
 4. 天気予報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.7
 5. 占い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.9
 6. 番組情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.3
 7. 各番組サイト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.1
 8. 番組表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.3
 9. ショッピング ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.7
 10. 映画情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.7

 11. イベント情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.7
 12. 災害情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.2
 13. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
 14. あまり／ほとんど利用していない ‥‥‥‥‥‥ 26.0

Q16 データ放送で，今はないけれどあったら利用したいと思
う情報を下記に記入してください。

  （主な情報）
 ・ 株価
 ・ 釣果情報
 ・ ピンポイント天気・地域情報
 ・ 生番組にリアルタイムで参加できること
 ・ 電車や道路の渋滞情報をリアルタイムで放送してほしい 
 ・ 宝くじの当選発表
 ・ 野球の試合速報
 ・ 飛行機の時間表・空席情報
 ・ ドラマ出演中の役者，女優のプロフィール
 ・ レストラン，グルメ情報
  
Q17 ワンセグ放送では受信範囲が限られているため，利用し

ようとしてもできない場所があります。ここで受信できる
ようにしてほしいと思う場所を，次の中からいくつでも選
んでください。

 1. ビルの中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.9 ％
 2. 地下街 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.7
 3. 地上を走る電車 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.3
 4. 地下鉄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61.9
 5. トンネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.9
 6. この中にはない／特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.0

Q18 Q17 でお答えいただいた以外の場所で，受信できるよう
にしてほしい所を記入してください。

  （主な場所）
 ・ 高速道路
 ・ 新幹線の列車内
 ・ デパートなどの大型店舗内
 ・ 山やハイキングコース
 ・ 病院
 ・ キャンプ場
 ・ スキー場
 ・ 飛行機の中
  
Q19 ワンセグ携帯の受信機の機能で改善してほしい点や機能

を，なんでも結構ですので下記に記入してください。
  （主な改善点や機能）
 ・ 電池の持ち時間の向上と小型軽量化
 ・ 折れそうなので，アンテナをイヤホーンアンテナにしてほしい
 ・ スピーカーからイヤホーンへの出力切り替えを 簡単にしてほしい
 ・ 画面をもう少し大きめにしてほしい
 ・ 画像が止まったり，音声が途切れたりすることが多い
 ・ チャンネルの切り替えが遅い
 ・ 録画時間をもっと長くしてほしい
 ・ もっと画質を良くしてほしい

Q20 最後に，家での普通のテレビ視聴についてお伺いします。
あなたは，平日に平均して何時間ぐらいテレビを見ていま
すか。次の中から一つだけお答えください。

 1. 30 分未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.9 ％
 2. 30 分以上～ 1時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.5
 3. 1 時間以上～ 1時間 30分未満 ‥‥‥‥‥‥‥ 17.5
 4. 1 時間 30分以上～ 2時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥ 18.5
 5. 2 時間以上～ 2時間 30分未満 ‥‥‥‥‥‥‥ 17.1
 6. 2 時間 30分以上～ 3時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥ 10.2
 7. 3 時間以上～ 3時間 30分未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥5.6
 8. 3 時間 30分以上～ 4時間未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥2.8
 9. 4 時間以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.8
 10. テレビは見ていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0


