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 はじめに

技術の進化と大容量化によりインターネッ
トで動画をストレス無く視聴出来る環境が
ととのってきた。文字通りネットのマルチメ
ディア化が実現したといえるだろう。ネット
を利用してテレビを見たいという期待も大き
く，「なぜ，インターネットでテレビを見るこ
とが出来ないのか」という疑問が出てくるの
は当然だろう。もちろん地域性を大きな特性
に持っているテレビにとって，ネットでの二
次利用は容易ではないが，ユーザーからすれ
ば，いつでもどこでも，遠くの地域のテレビや，
見逃した番組など，これまで見ることが出来
なかったニュースや番組を見ることが出来る
ようになるのは便利である。

ただしその場合，忘れてならないのはテレ
ビを提供する側の事情である。例えばスポン
サーは大金を投じてテレビ番組にかかる制作
費や電波料を支払っている。これを地域性と
は関係なくネットに提供することはテレビ局
とスポンサーの双方に様々な影響を与えるこ
とになる。またコマーシャルがスキップされ
てしまうようなことになれば肝腎の資金を提
供しているスポンサーがテレビを支えなくな
ることも考えられる。

またドラマや音楽番組には数多くの関係者
が存在していて，それらの人々の出演料や脚

本料をどうするのかという問題も大きい。例え
ば，ある歌手の出演した番組が永久にネット上
で見ることが出来るようになってしまえば，CD
なども含め経済的影響も大きいだろう。ニュー
スやドキュメンタリーでも影響は出てくる。出
演者や協力者は，特定の時間のテレビ画面に
出るという前提で出演し，協力しているのであ
る。これらの人々がいつでも，どこでもネット
上で自分たちの登場したシーンを誰でも自由に
見ることが出来るということになれば，すんな
りと納得するかどうかは大きな問題である。

したがって，関係者の適切な権利保護を行
い，ルールを決めた上でネットを活用するこ
とが重要である。

 求められるテレビ発コンテンツは?

すでにインターネット上では有料，無料の
さまざまな動画コンテンツが存在する。こうし
た動画コンテンツに対して，ユーザーはどのよ
うなテレビ発のコンテンツに期待するのであ
ろうか。もちろん，到達度の高い地上波テレ
ビのコンテンツは，そのポピュラリティにおい
て抜群の存在感を示している。誰もが知って
いるという意味では無類の強さを発揮するだ
ろう。この場合には二次的にネットで利用す
るための権利処理が大きなテーマになる。ネッ
トでの収益性が見込めなければ本来のテレ
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ビ放送のサービスに影響を与えかねないから
だ。過去にテレビ発のコンテンツを二次的に
ネットで提供する実験がいくつか行われたが，
いずれも収益性という点において問題を残し
ている。こうした経験をふまえて，最初から
一定期間，ネット上で公開することを前提に
制作するなどのシステムが必要になる。一定
の期間であればニュースなど時事的な内容を
ネットで公開することも可能となるだろう。

 好循環を作り出すには

いずれにしても，これまでの経験から，テ
レビのコンテンツをネットで二次的に公開す
ることについては事前の周到な準備が必要と
なる。その上で，ネットとテレビが連動する
ことによって好循環を引き起こすしかけがも
とめられるだろう。

これまでの視聴者行動では地上波テレビを
基点に，記憶し，行動につながるようなモデ
ルが考えられてきたが，ネットの普及によっ
て，地上波テレビを基点にしながらも，そこ
からネットを通じて口コミで広がり，ネット
上で動画コンテンツの確認を行い，さらに
次週のドラマの視聴につながるサイクルなど
が存在するという問題提起などがなされてい
る。これまで少数者の視聴，口コミ，接触の
拡大，視聴率の増大というサイクルであった
ものがネット上での話題，視聴から地上波で
の放送の視聴に結びつく好循環が引き起こさ
れることが予想されるのだ（図1）。

以上のような問題意識にたって，今回の調
査では，こうしたコンテンツとしてどのような
ジャンルのものが期待されているのかという
基礎的データを収集分析した。なお，想定す

るサービスは，見たいテレビ番組をインター
ネットでリクエストし，インターネット経由で
自分のテレビやパソコンに送ってもらって視
聴する形式の有料サービスである。この報告
の中では，新サービスを便宜上「IOD（インター
ネット・オンデマンド）」と呼ぶことにする。

 調査の概要

「情報メディア白書2006」によれば，イン
ターネット経由の有料動画コンテンツを視聴
したことがある人は13%，無料コンテンツを
利用したことがある人が66%，有料・無料に
かかわらず視聴したことがない人が21%で
ある。IODはインターネットによる有料映像
配信サービスであるため，現在行われている
近似のサービスのうち，①インターネットを
通しての映画や動画の有料配信，②インター
ネットで注文して配送によりDVD（ビデオ
を含む）を購入またはレンタルする，のどち
らかのサービスをこの一年間に受けた人を調
査対象にすることにした。②まで含めること
にしたのは，直近の一年間に利用した人だけ
に限定することと，性年層別による調査相手
の割り当てを行うため，①だけでは調査相手

図1　テレビとネットが作り出すサイクル
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の確保が難しいと判断したためである。調査
相手は，インターネット調査会社に登録して
いる20,031人から①または②のサービス経験
者を選び，年齢別に男女各20代100人，30代
150人，40代150人，50歳以上100人の合計
1,000人を選出した。予備調査による①の経
験者は7%，②の経験者は27%（複数回答）で
ある。また，比較検討のため①，②のサービ
スを受けたことがない人を同様の年齢構成で
1,000人抽出し，同じ質問による調査を行った。
対象居住地区は全国，調査期間は2006年11
月24日（金）～27日（月），調査方法はインター
ネットによるアンケート調査である。

 調査結果

  8 割以上が見忘れ経験者
調査結果については①または②のサービス

経験者を対象とした調査（A調査）を中心に
記述し，必要に応じて非経験者対象の調査（B
調査）の結果を付記することとする。

まずテレビの番組はNHKと民放のどちら
を多く見ているか聞いた。NHKを「ずっと
多く見る」3%，「どちらかといえば多く見
る」8%で，両方を合計したNHK派は11%
であった。民放派は合わせて72%，「どちら
も同じくらい」は15%，「テレビは見ない」が
2%であった。テレビでふだんよく見る番組
は，最も多いのが「ニュース・ニュースショー

（ニュースと略記，以下同様）」（70%）で，次
いで「天気予報」（57%），「笑いやコントなど
のバラエティ番組」（28%），「ドラマ」（25%），

「スポーツ中継・スポーツニュース（スポー
ツ）」（23%）などとなっている。NHK派だけ
でみると1，2位は全体と変わらないものの，

3位以下は「歴史番組」「政治・経済番組」「ド
キュメンタリー」となっている（表1）。NHK
を多く見る視聴者の好みは視聴者全体とは少
し異なっているようである。1，2位につい
ても「ニュース」が87%，「天気予報」が79%
と全体よりかなり高めである。

放送を見ている機器を複数回答でたずねた
ところ，テレビが97%，テレビチューナー付
きパソコンが21%，ワンセグ携帯が4%であっ
た。そのうち平日に最も長い時間使うのはテ
レビで94%と圧倒的に多く，パソコンは5%ほ
どである。しかし，テレビチューナー付きパ
ソコンをテレビ視聴に使っている人に限れば，
パソコンを最も長く使う人は25%にのぼる。

放送が終わった後で，「あの番組を見たかっ
た」と思った経験を原因や理由別にたずねた。
群を抜いて多かったのは「見ようと思ってい
たが，見忘れた」の83%で，次いで「録画の
予約をわすれた/録画に失敗した」55%，「放
送する日や時間を勘違いした」48%，「録画
予約したが，野球中継の延長などで放送時間
がずれた」40%となっている。番組内容に起
因する理由の「放送で見たが，もう一度見た
いと思った」は34%，「自分が見ていない番
組が会社・学校などで話題になった」は17%
である。8割を超える人が見忘れの経験をし
ているわけで，見忘れた番組を安価で簡単に
見ることができるシステムの出現は，視聴者
にとっても望むところではないだろうか。

表1　ふだんよく見る番組

全体 NHK 派
1 位 ニュース 70％ ニュース 87
2 位 天気予報 57 天気予報 79
3 位 バラエティ 28 歴史番組 27
4 位 ドラマ 25 政治・経済番組 26
5 位 スポーツ 23 ドキュメンタリー 23
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  レンタルビデオの利用状況

自宅で楽しむ放送以外の映像サービスとして
一般的なのはレンタルビデオ（DVDを含む，以
下同じ）である。昨今はDVDのウエイトが高く
なりつつあるかもしれないが，レンタルビデオ
の方がイメージが湧きやすいので本稿ではこの
言葉を使うことにする。レンタルビデオの中身
は一部の例外を除けば大半は映画であり，この
点では新サービスと異なるが，現行の映像サー
ビスという点では一番近似するサービスである
ため，レンタルビデオについて聞いてみた。

レンタルビデオ店でビデオを借りる頻度に
ついては，最も多いのが「数ヶ月に1～2本」
の20%で，ついで「一ヶ月に2～3本」が16%
である。「一週間に1本」は4%，「一週間に3本
以上」は2%など残りの選択肢は一桁であり，

「借りたことはあるが，今はほとんど借りてい
ない」という人は30%である。レンタルビデオ
に払う金額は，月額で300円（33%）が最も多く，
以下1,000円（15%），500円（14%）となっている。
300円から700円までを合計すると53%で，半
数を超える。平均的な利用者像は，本数でい
えば多くても一ヶ月に2～3本，金額にすると
月額700円以下ということになる。

  有料サービス経験は 2割

インターネットで無料の映画や動画を見た
ことがある人は76%，有料の映画や動画を見
たことがある人は21%である。調査概要で述
べたようにこの調査の回答者はインターネッ
トによる有料動画配信の利用者か，インター
ネット経由での注文によるDVD配送の利用
者のどちらかなので，有料の映画や動画を見

たことがない79%（100％－21％）はDVD配
送のみの利用者ということになる。テレビ
チューナー付きパソコンを持っている人では
無料が86%，有料が34%といずれも全体平均
より高く，パソコンでテレビ番組とインター
ネット経由の映画や動画の両方を見ている様
子がうかがえる。

インターネットによる有料配信サービス利
用者だけに，「ストリーミングで見る」「コンテ
ンツをダウンロードする」「インターネットで
注文してDVD（ビデオ）を配送で受け取る」と
いう3種類のサービスの利用状況を聞いた。「ス
トリーミングで見るサービス」の利用者は77%
にのぼり（図2），そのサービスを利用した理由
として多かったのは「パソコンで簡単に見られ
る」「利用手続きが簡単」「店に借りに行ったり，
返しに行く手間がかからない」などであった。

「ダウンロードするサービス」の利用者はスト
リーミングより少ない58%だが，主な利用理
由はストリーミングとかわらない。また，有料
配信サービスを利用しながらも「DVD（ビデオ）
を配送で受け取る」サービスも利用した事のあ
る人は34%いて，そのサービスを利用した理
由として「店に借りに行ったり，返しに行く手
間がかからない」「利用手続きが簡単」「料金
が安い」「実際に店で探すより簡単に探せる」
などをあげている。DVD配送やストリーミン
グサービスでは男女差が少ないが，ダウンロー

図 2　各サービスの利用状況
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ドの利用経験は男の方が圧倒的に多い。
DVD配送サービスの利用だけで有料配信

サービスを使ったことのない人たちは「しな
い」理由として，「料金が高い」「利用手続き
が面倒」「画面が小さい」「支払い方法が面倒」

「支払い方法が不安」などをあげている。利
用手続きや支払い方法に関する理由が特に高
いのは20代である。有料サービスの支払い
はクレジットカードによる決済が多いため，
クレジットカードの取り扱いに不慣れな若者
にはインターネットによる配信サービスは利
用し難い，という側面もあると思われる。

  ネットでのNHK番組に期待

これ以降はNHKの番組に限定して，ビデ
オ録画や有料インターネット配信に関連する
調査結果を報告していく。

まず，NHK番組のビデオ録画については，
ここ半年ぐらいの間に「定期的に録画してい
る」人は12%，「定期的ではないが録画した
ことのある」人は40%で，合わせて半数を超
える52%がここ半年の間にNHKの番組を録
画していることがわかった。年層別にみると
20，30代が各48%，40代が54%，50歳以上
が62%で，若者より中高年の方がより多く録
画している。半年毎にNHKが行っている個
人視聴率調査でも，年層別のテレビ視聴時間
は同様の視聴傾向を示しているがもっと高齢
者に偏っており，視聴時間の割には若年層の
録画率は高いといえる。有料サービスの非経
験者を対象としたB調査では定期的なNHK
番組の録画者は7%，不定期な録画者は29%
で，A調査の数字に比べて低い。

次に，NHK番組のインターネットによる有

料配信サービスができたら，「ぜったい利用す
る」と答えた人は1%，「利用すると思う」人が
18%で，合わせて19%が利用する意向を表し
ている（以下，利用意向者）。「利用しないと
思う」は61%，「ぜったい利用しない」は21%
である。利用意向者は男女別では男，年層別
では20代と50歳以上がやや高くなっている。
男女・未既婚別では女既婚で利用意向が低い
が，前述の録画率では他の層と同程度である
ところを見ると，この層だけがNHKの番組
に関心が薄いというわけでもない。日常生活
でやることがたくさん有り，そこまで手が回
らないといったことなのかもしれない。定期・
不定期にかかわらずここ半年間に録画したこ
とのある人を録画経験者とすると，利用意向
率は録画経験者では26%で平均の19%を上回
る。日頃NHKの番組を録画してまで見よう
とする人は，新しいインターネットでの配信
サービスも使ってみたいと思う人が多いとい
うことである。さらに民放よりNHKの番組
を「ずっと多く」または「どちらかといえば多
く」見ている人を合計したNHK派では，利用
意向率は38%と4割近くになる（図3）。当た
り前のことだが普段から放送を見ていてこそ
インターネット経由でも見たいと思うわけで，
新サービスの普及拡大に向けては，まず放送
がどれだけ多くの視聴者を引き付けられるか
が，キーポイントになる。B調査では「ぜった

図 3　各グループ別の IOD 利用意向率
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い利用する」は0%，「利用すると思う」は7%
で，A調査の19%に比べて低くなっている。

 ジャンル別の好みは

もしNHKの番組をインターネット経由で
見るとしたら，どんなジャンルの番組を見た
いかを複数回答で尋ねてみた。最も多かっ
たのは「ニュース・ニュースショー」で37%，
続いて「ドキュメンタリー」29%，「歴史番組」

「映画」「天気予報」各25%となった。各性年
層別にベスト5をあげたのが表2で，「ニュー
ス」は女20代と50歳以上を除くすべての性
年層で1位となっている。女50歳以上では各
ジャンルの数字が他の層に比べて大きいため
3位となっているが，数字としては女30,40
代の1位をしのぐ値である。「ドキュメンタ
リー」「スポーツ」は男で，「ドラマ」「映画」「講
座番組」は女で人気が高い。「歴史番組」は男
では年齢が高くなるにつれ順位があがり，ま
た女50歳以上でも4位になっている。

定期録画者では「ニュース」「ドラマ」が41%
で最も多く，次いで「映画」「ドキュメンタリー」

「講座番組」となっている（表3）。不定期録画
者でも最も多いのは「ニュース」の36%だが，
以降は「ドキュメンタリー」「歴史番組」「映画」

「天気予報」の順であり，継続性の高い「ドラマ」
や「講座番組」の替わりに「歴史番組」や「天気
予報」が入っていることからも，アドホックな
録画対応が感じられる。IODサービスの利用
意向者に限るとこの順位は大きく変わる。最
も多いのが「ドキュメンタリー」の48%で，以
下「歴史番組」42%，「ドラマ」40%，「ニュース」
36%，「映画」34%となっている。NHK番組
の内容に関心があって詳しいから，新サービ
スでもじっくり見ることのできる番組ジャン
ルを選択している傾向がうかがえる。

  今の番組はNスペや歴史もの

現在放送されている番組では，視聴者は
どんな番組をインターネット配信で見たいと
思っているのだろうか。ジャンルや視聴層を
勘案しながら20番組を選び，見逃してしまっ
た番組がインターネット配信で見ることがで
きたら見ると思うかどうか聞いてみた。「見る

表 2　IODで見たい番組のジャンル（年層別）
男 20 代 30 代 40 代 50 歳以上 女 20 代 30 代 40 代 50 歳以上

1 位 ニュース ニュース ニュース ニュース ドラマ ニュース ニュース ドラマ

2 位 ドキュメンタリー ドキュメンタリー 歴史番組 歴史番組 映画 天気予報 ドラマ 映画

3 位 スポーツ スポーツ ドキュメンタリー ドキュメンタリー 歌・音楽 映画 映画 ニュース

4 位 天気予報 天気予報 スポーツ 紀行番組 ニュース ドラマ 天気予報 歴史番組

5 位 歴史番組 歴史番組 映画 映画 ドキュメンタリー
講座番組 講座番組 講座番組 ドキュメンタリー

表 3　IODで見たい番組のジャンル（各グループ別）
全体 定期録画者 不定期録画者 利用意向者

1 位 ニュース ニュース ニュース ドキュメンタリー

2 位 ドキュメンタリー ドラマ ドキュメンタリー 歴史番組

3 位 歴史番組 映画 歴史番組 ドラマ

4 位 映画 ドキュメンタリー 映画 ニュース

5 位 天気予報 講座番組 天気予報 映画
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と思う」人が多い順に並べると，「NHKスペ
シャル（以下，Nスペ）」29%，「その時歴史が
動いた（以下，その時）」27%，「探検ロマン世
界遺産（以下，世界遺産）」22%，「クローズアッ
プ現代（以下，クロ現）」20%，「ためしてガッ
テン（以下，ガッテン）」17%となる（表4）。

この5番組をもう少し詳しくみると，「N
スペ」「その時」「クロ現」は男で，「ガッテン」
は女で人気が高く，「世界遺産」は男女差が
ほとんどない。性年層別では男20代では「N
スペ」「世界遺産」，30代「その時」，40代「N
スペ」「その時」「クロ現」が，50歳以上では
5番組全ての人気が高い。女では40代「ガッ
テン」，50歳以上「Nスペ」「その時」「ガッ
テン」「世界遺産」の4番組となっている。こ
れらの番組は男女を問わず50歳以上の年層
に支えられてベスト5入りしたと言える。

この他の番組を年層との関係でみると，男
女20代で見ると思う人が多いのは「POPJAM」

「トップランナー」，男20代「プロフェッショナ
ル仕事の流儀」，女20,30代「おかあさんといっ
しょ」などがある。「おかあさんといっしょ」は
幼児との随伴視聴ということであろう。「きょ
うの料理」は女全般に，「宮廷女官チャングム
の誓い」は女30代以上で人気があるが，「生活
ほっとモーニング（以下，生活ホット）」「土曜
ドラマ・WALKERS」は女50歳以上で突出し
ている。男女ともに特に50歳以上で見ると思

う人が多いのは「N響アワー」「新日曜美術館」
であり，「夜7時のニュース」ではそれに男20
代が加わり，「大河ドラマ・功名が辻（以下，
大河）」では男40代が連なる。「忍たま乱太郎」

「3か月トピック英会話」「デジタルスタジアム」
は各年層に平均的に分散している。「生活ホッ
ト」や「夜7時のニュース」などは，在宅時間の
関係で見たくても見られない視聴者がかなり
いると思われる。オンデマンドによる配信と
いう特長を生かし，そういった視聴者に見て
もらえるようになれば，新サービスとしての
大きな目的を果たすことができる。

表4に定期録画者と利用意向者についても
同様にベスト5を並べた。番組名の後の数字
は，それぞれのくくりで「見ると思う」と答え
た人の率である。上位3つの顔ぶれは同じだ
が，数字は全体→定期録画者→利用意向者
と高くなっていて，利用意向者では「Nスペ」
60%，「その時」55%と半数を超える人が「見
ると思う」と答えている。提示した20番組以
外では「ER」や「ホワイトハウス」などの海外
ドラマや「サラリーマンNEO」が見たい番組
としてあげられたほか，「連続テレビ小説を見
逃した時に，利用したい」という人もいた。

もしこのサービスを利用するとしたら，放
送後のどの時点で利用するのかをたずねたと
ころ，最も多かったのは「1週間以内」の44%
で，次いで「1 ヶ月以内」が21%であり，「放

表 4　IODで見たい現在放送中の番組

全体 定期録画者 利用意向者

1 位 NHK スペシャル 29％ NHK スペシャル 36 NHK スペシャル 60

2 位 その時歴史が動いた 27 その時歴史が動いた 32 その時歴史が動いた 55

3 位 探検ロマン世界遺産 22 探検ロマン世界遺産 30 探検ロマン世界遺産 46

4 位 クローズアップ現代 20 大河ドラマ・功名が辻
ためしてガッテン

28
クローズアップ現代 42

5 位 ためしてガッテン 17 プロフェッショナル仕事の流儀 39
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送日の夜」や「放送日の翌日」などその他は一
桁の数字であった（図4）。「放送直後」から「1
週間以内」までを合計すると66%になる。利
用する側からすると利用可能期間は長いに越
したことはないが，著作権の関係などでそれ
が困難な場合は，「1週間以内」が一つの目安
になりそうである。

 アーカイブスは歴史やお宝番組

次に，現在放送中の番組ではなく，以前
に放送した番組について番組名や番組内容
を20本あげて，見ると思うかどうか聞いて
みた。見ると思う人が一番多かったのは「歴
史への招待や四大文明など歴史や世界遺産を
扱った番組（以下，歴史・世界遺産番組）」の
33%で，続いて「自分の好きな歌手・俳優・
アナウンサーが出演しているお宝番組（以下，

お宝番組）」32%，「太平洋戦争から現代まで，
時代を映したニュース映像（以下，ニュース
映像）」26%，「スポーツの名勝負や名選手を
記録したドキュメンタリー（以下，スポーツ
ドキュメンタリー）」25%，「赤穂浪士や天と
地となどの5年以前の大河ドラマ（以下，5年
以前の大河）」「日曜美術館や国宝への旅など
の美術番組（美術番組）」各21%である（表5）。

「歴史・世界遺産番組」は男40代と男女50
歳以上で人気が高く，特に女50歳以上では
43%である。「お宝番組」は男女ではっきり好み
が分かれ女の各年層で高く，女20代では47%
にのぼる。逆に「ニュース映像」「スポーツドキュ
メンタリー」は男が圧倒的に高い数字を示して
いる。「5年以前の大河」は各年層に支持されて
おり，「美術番組」は男女50歳以上に人気がある。

「最近4～5年の大河や連続テレビ小説」は
男女20代で「見ると思う」人が多く，逆に男女
50歳以上が多いのは「夢で会いましょうやお
笑いオンステージなどの昔の娯楽番組」や「こ
ころの時代など，心の豊かさや生きる知恵を
提供する番組」などである。女50歳以上だけ
が突出している番組は数多く，「5年以前の連
続テレビ小説」「生活ほっとモーニングやくら
しと経済など日常生活に役立つ番組」「きょう
の料理やおしゃれ工房などの生活実用番組」

「囲碁・将棋・俳句・釣り・園芸などの趣味を
扱った番組」「きょうの健康など心身の健康管

表 5　IODで見たい過去に放送した番組

図 4　放送後どの時点で利用するか

全体 定期録画派 利用意向者

1 位 歴史・世界遺産番組 33％ 歴史・世界遺産番組 44 歴史・世界遺産番組 57

2 位 お宝番組 32 お宝番組 40 ニュース映像
スポーツドキュメンタリー 47

3 位 ニュース映像 26 美術番組 33

4 位 スポーツドキュメンタリー 25 語学番組 32 お宝番組 44

5 位 5 年以前の大河
美術番組 21 5 年以前の大河 31 5 年以前の大河 43

放送直後
6％ 放送日の夜

9％

放送日の翌日
7％

その他
9％

2週間以内
5％

1週間以内
44％

1ヶ月以内
21％
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理や介護に役立つ番組」などである。女50歳
以上の層の動きは，このインターネットサー
ビスの普及に大きな影響を与えそうである。

「ひょっこりひょうたん島やプリンプリン
物語などの昔の娯楽番組」は女40代，50歳以
上に人気があり，「落語や能・狂言・歌舞伎，
演劇などの名舞台」や「英会話やイタリア語
会話，ハングル講座などの語学番組（以下，
語学番組）」は女の各年層で支持されている。
性年層に偏りが少ない番組としては「N響ア
ワーや劇場中継などのクラシック音楽の名演
奏」がある。

現在放送中の番組と同様に，定期録画者と
利用意向者のベスト5をリストアップしてみ
た（表5）。全体→定期録画者→利用意向者と
それぞれが10%程度高くなる傾向は変わら
ないが，番組の顔ぶれには変化がある。「語
学番組」は全体や利用意向者では上位に現れ
ないが定期録画者では4位で，語学学習の習
慣性を表している。過去に放送された番組を
教材として活用するために，新サービスの利
用を考えていると思われる。

リストアップした20番組のほかに見たい番
組をたずねたところ，10人以上の人が「紅白歌
合戦」「プロジェクトX」をあげた。「新日本紀
行」「連想ゲーム」「地球大紀行」なども人気が
あり，1人だけがあげたものまで入れると番組
数は100を超えて多種多様な番組名がならぶ。
 

 よりきめ細かいサービスに向けて

この有料サービスを利用するとしたら，利
用者としてはどのような料金体系がよいのだ
ろうか。最も多かったのは「月間定額見放題」
の34%で，「1本ごとに単価を設定」が27%，

「月間10本まで何円といったセット料金」が
11%となっている。映像のインターネットに
よる有料配信サービスは一部で行われている
もののそれほど一般的でないため，携帯電話
やインターネットのプロバイダーの料金体系
からの類推で答える人が多かったのではな
いか。B調査では「月間定額見放題」が30%，

「1本ごとに単価を設定」が20%，「月間10本
まで何円といったセット料金」が8%である。
有料サービスの利用経験がないため，どの料
金体系をとっても利用に消極的な姿勢がうか
がえる。このサービスでは，設備維持費のほ
かに番組ごとの著作権料の支払いもコストと
して発生するなど，既存のサービスの延長だ
けでは決められない点もあり，料金体系につ
いてはさらなる検討が必要である。

見逃した番組だけでなくNHKが長年にわ
たって放送し保存してきた番組を，インター
ネットを使って視聴者に安価で簡単に見ても
らおうというのも，このIODサービスの狙いの
大きな柱になるだろう。NHK派，定期録画者
などもともとNHKの放送に親和性の高い層は，
前述のように新サービスに対して利用意向が
高い。また，番組別に利用意向を聞いた質問
では，現在，過去いずれの番組もたくさんの人
が見たいと思っていることが分かった。一方，
いわゆるロングテールといわれる少人数が見た
いと思っている番組は多岐にわたる。ニーズは
確実にあるということである。日頃NHKの放
送に慣れ親しんだ層に使って価値を実感して
もらい，そこから段々とその輪を広げていくこ
とが着実な普及拡大の道といえる。放送を補
完するサービスとして，少しでも多くの人に利
用してもらえるサービスを目指す必要がある。

（みうら もとい／こばやし けんいち）
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Q1　あなたは，休日を除くふだんの日に，一日にテレビを何時
間ぐらいご覧になっていますか。次の中から 1つだけお答え
ください。 ビデオやテレビゲームは除いてお答えください。

 1. 1 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.2 %
 2. 2 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.7 
 3. 3 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.7 
 4. 4 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.8 
 5. 5 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.3 
 6. 6 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.2 
 7. 7 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5 
 8. 8 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7 
 9. 9 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1 
 10. 10 時間以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 
 11. ほとんど・ぜんぜんテレビは見ない ‥‥‥‥‥‥3.5

Q2　あなたは，NHKの番組と民放の番組のどちらを多く見て
いますか。あてはまるものを 1つだけ選んでください。

 1. NHKの方をずっと多く見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1 %
 2. どちらかといえば，NHKの方を多く見る ‥‥‥‥7.6 
 3. NHKと民放，同じくらい見る ‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.9 
 4. どちらかといえば，民放の方を多く見る ‥‥‥ 30.6 
 5. 民放の方をずっと多く見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.5 
 6. ほとんど・ぜんぜんテレビは見ない ‥‥‥‥‥‥2.3 

Q3　あなたはふだん、どんなテレビをご覧になっていますか。
下記項目の一つ一つについて、あてはまるものを 1つだけ
選んでください。

Q4　あなたはどのような受信機で放送をご覧になっています
か。 該当するものをいくつでも選んでください。

 1. テレビ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 96.7 % 
 2. テレビチューナー付パソコン ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.5 
 3. ワンセグ対応携帯電話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.8 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9 
 5. ほとんど・ぜんぜん放送は見ない ‥‥‥‥‥‥‥1.0 

Q5　その中で，平日の一日に最も長い時間使うのはどれですか。
1つだけお答えください。

 Q4（選択肢 1-4） N=990
 1. テレビ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 94.4 %
 2. テレビチューナー付パソコン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.2 
 3. ワンセグ対応携帯電話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3 

Q6　放送終了後にあの番組を見たかったと思ったことがありま
すか。 次の中から経験したものをいくつでも選んでください。

 1. 放送する日や時間を勘違いした ‥‥‥‥‥‥‥ 47.9 %
 2. 見ようと思っていたが，見忘れた ‥‥‥‥‥‥ 83.1 
 3. 録画の予約をわすれた /録画に失敗した ‥‥‥ 55.1 
 4. 録画予約したが，野球中継の延長などで
  放送時間がずれた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.7 
 5. 自分が見ていない番組が，会社・学校などで
  話題になった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.4 
 6. 放送で見たが，もう一度見たいと思った ‥‥‥ 34.1 
 7. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6 

Q7　あなたがレンタルビデオ店で，ビデオ（DVDも含む，以
下同じ）を借りる頻度はどの程度ですか。 次の中から 1つだ
けお答えください。

 1. 年に 1～ 2本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.8 %
 2. 数ヶ月に 1～ 2本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.6 
 3. 一ヶ月に 1本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.7 
 4. 一ヶ月に 2～ 3本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.5 
 5. 一週間に 1本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 
 6. 一週間に 2本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3 
 7. 一週間に 3本以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 
 8. 借りたことはあるが，今はほとんど借りていない ‥ 29.5 
 9. 借りたことがない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.2 

Q8　レンタルビデオに払う金額は，月額にするといくらぐらいで
すか。次の中から一番近い金額を 1つだけお選びください。

Q7（選択肢 1-8） N=918
 1. 300 円 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.9 %
 2. 500 円 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.8 
 3. 700 円 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.6 
 4. 1,000 円 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.4 
 5. 1,500 円 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.9 
 6. 2,000 円 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.4 
 7. 2,500 円 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 
 8. 3,000 円 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 
 9. その他（金額を記入してください） ‥‥‥‥‥ 15.6 

Q9　あなたは，インターネットで無料の映画や動画を見たこ
とがありますか。

 1 ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75.8 %
 2 ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.2 

Q10　それでは，あなたはインターネットで有料の映画や動画
を見たことがありますか。

 1. ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.9 %
 2. ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79.1 

【調査の概要】

1. 調査時期：2006 年 11月24日（金）～ 27日（月）
2. 調査方法：インターネットによるアンケート
3. 調査対象：全国

この一年間に，インターネットによる動画の有料配信
サービスを利用した人，またはインターネットで注文
して配送によりDVD（ビデオを含む）を購入または
レンタルした人

4. 調査数：1,000 人
20代の男女各 100人，30代，40代の男女各 150人，
50歳以上の男女各 100人

「インターネットを利用したVOD」に関する調査の単純集計

1 2 3 4
よ
く
見
る

と
き
ど
き

見
る
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ま
り

見
な
い

ぜ
ん
ぜ
ん

見
な
い

1. ニュース・ニュースショー 70.3 23.1 4.5 2.1 
2. 天気予報 57.4 31.6 8.9 2.1 
3. 政治・経済番組 17.0 40.9 31.5 10.6 
4. ドラマ 25.3 36.9 26.3 11.5 
5. 映画 21.5 46.9 24.3 7.3 
6. クイズ・ゲーム 15.9 44.6 28.7 10.8 
7. 笑いやコントなどのバラエティ番組 27.5 37.9 23.1 11.5 
8. 自然や科学がテーマのバラエティ番組 13.6 45.5 30.5 10.4 
9. その他のバラエティ番組 12.5 42.4 33.8 11.3 

10. 歌番組・音楽番組 11.3 32.7 37.6 18.4 
11. アニメ・漫画 11.4 28.3 34.9 25.4 
12. スポーツ中継・スポーツニュース 23.4 35.3 28.1 13.2 
13. 歴史番組 11.7 36.9 33.1 18.3 
14. 紀行番組 11.6 35.7 34.1 18.6 
15. 学習、語学、技能、趣味などの講座番組 3.2 21.0 35.5 40.3 
16. ドキュメンタリー 15.5 46.5 28.0 10.0 
17. 生活・実用番組 5.9 38.2 35.8 20.1 
18. 幼児・子ども向け番組 4.4 9.9 23.3 62.4 
19. トーク番組 6.7 36.5 37.0 19.8 
20. 朝や日中のワイドショー 14.5 30.1 27.7 27.7 



42 　JULY 2007

Q11　インターネットで有料の映画や動画を見たことがある，
とご回答いただいた方へお伺いします。 以下 3つのサービ
スについてお聞きします。 まずはじめに，「インターネット
で注文し，DVD（ビデオ）を配送で受け取る」サービスを
利用したことがありますか。

 Q10（選択肢 1） N=209
 1 はい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.0 %
 2 いいえ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66.0 

Q12　利用した理由は何ですか。次の中からいくつでも選んで
ください。

 Q11（選択肢 1） N=71
 1. 料金が安い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53.5 %
 2. 利用手続きが簡単 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62.0 
 3. 支払い方法が簡単 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.9 
 4. 店に借りに行ったり，返しに行く手間がかからない ‥74.6 
 5. 店員と顔を会わせないですむ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.7 
 6. どんなビデオがあるのか画面で一覧できる ‥‥ 42.3 
 7. 実際に店で探すより簡単に探せる ‥‥‥‥‥‥ 52.1 
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0

Q13　つづいて，「インターネットやケーブル TV で注文し，
ストリーミングで見る」サービスを利用したことがありますか。
 Q10（選択肢 1） N=209
 1. はい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77.0 %
 2. いいえ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.0 

Q14　利用した理由は何ですか。次の中からいくつでも選んで
ください。

Q13（選択肢 1） N=161
 1. 料金が安い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.4 %
 2. 利用手続きが簡単 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.1 
 3. 支払い方法が簡単 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.4 
 4. 店に借りに行ったり，返しに行く手間がかからない ‥ 53.4 
 5. 店員と顔を会わせないですむ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.8 
 6. どんなビデオがあるのか画面で一覧できる ‥‥ 32.9 
 7. 実際に店で探すより簡単に探せる ‥‥‥‥‥‥ 31.7 
 8. パソコンで簡単に見られる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74.5 
 9. 使用している回線が速い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.5 
 10. 新しいサービスは試してみる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.3 
 11. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.1 

Q15　それでは，「インターネットやケーブル TV で注文し，
ダウンロードする」サービスを利用したことがありますか。

 Q10（選択肢 1） N=209
 1 はい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.9 %
 2 いいえ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.1 

Q16　利用した理由は何ですか。次の中からいくつでも選んで
ください。

 Q15（選択肢 1） N=121
 1. 料金が安い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.0 %
 2. 利用手続きが簡単 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.4 
 3. 支払い方法が簡単 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.0 
 4. 店に借りに行ったり，返しに行く手間がかからない ‥ 49.6 
 5. 店員と顔を会わせないですむ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.6 
 6. どんなビデオがあるのか画面で一覧できる ‥‥ 28.9 
 7. 実際に店で探すより簡単に探せる ‥‥‥‥‥‥ 35.5 
 8. パソコンで簡単に見られる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72.7 
 9. 使用している回線が速い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.0 
 10. 新しいサービスは試してみる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.9 
 11. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5 

Q17　有料サービスを利用しない理由は何ですか。次の中から
いくつでも選んでください。

 Q10（選択肢 2） N=791
 1. 料金が高い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52.2 %
 2. 利用手続きが面倒 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.6 
 3. 支払い方法が面倒 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.8 
 4. 支払い方法が不安 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.7 
 5. どんなビデオがあるのかわからない ‥‥‥‥‥ 13.1 
 6. インターネットの画面でビデオを探すのが面倒 ‥ 17.3 
 7. パソコンでの利用だけで，TVでみることが
  できない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.9 
 8. 使用している回線が遅い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.7 
 9. 画質・音質がよくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.1 
 10. 画面が小さい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.2 
 11. 見たいビデオがない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.5 
 12. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.9 

Q18 　【ここからはNHKの放送やサービスについてお伺いし
ます。】 ここ半年ぐらいの間で，NHKの番組を録画したこと
がありますか。次の中から 1 つだけお答えください。

 1. 定期的に録画している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.3 %
 2. 定期的ではないが，録画したことはある ‥‥‥ 40.2 
 3. 録画したことはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.5 

Q19　その番組名を教えてください。いくつでもけっこうです。
（主な番組）

 ・ 大河ドラマ「功名が辻」
 ・ 宮廷女官チャングムの誓い
 ・ その時歴史が動いた

Q20　NHKの番組がインターネット経由で見られる新たな有
料サービスが始まったら，あなたはご利用になりますか。 次
の中から 1 つだけお答えください。

 1. ぜったい利用する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9 %
 2. 利用すると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.6 
 3. 利用しないと思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60.8 
 4. ぜったい利用しない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.7 

Q21　NHKの番組をインターネット経由で見るとしたら，ど
んな番組をご覧になりたいですか。 次の中からいくつでも
選んでください。

 1. ニュース・ニュースショー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.4 %
 2. 天気予報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.6 
 3. 政治・経済番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.3 
 4. ドラマ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.7 
 5. 映画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.0 
 6. クイズ・ゲーム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3 
 7. 笑いやコントなどのバラエティ番組 ‥‥‥‥‥‥7.5 
 8. 自然や科学がテーマのバラエティ番組 ‥‥‥‥ 12.4 
 9. その他のバラエティ番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3 
 10. 歌番組・音楽番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.9 
 11. アニメ・漫画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.0 
 12. スポーツ中継・スポーツニュース ‥‥‥‥‥‥ 20.2 
 13. 歴史番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.4 
 14. 紀行番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.3 
 15. 学習，語学，技能，趣味などの講座番組 ‥‥‥ 18.0 
 16. ドキュメンタリー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.7 
 17. 生活・実用番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.2 
 18. 幼児・子ども向け番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1 
 19. トーク番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3 
 20. 朝や日中のワイドショー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 
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Q22　具体的な番組についてお聞きします。このインターネッ
トのサービスを利用して見逃してしまったNHKの番組を見
ることができたら，あなたはその番組をご覧になると思い
ますか。それぞれの番組について，次の中から 1 つだけお
答えください。

Q23　NHKの他の番組で，見たいと思うものがありましたら，
ご記入ください。いくつでもけっこうです。

（主な番組）
 ・ 海外ドラマ
 ・ サラリーマンNEO
 ・ 英語でしゃべらナイト

Q24　あなたがもしこのサービスを利用するとしたら，どの時
期にご覧になることが多いと思いますか。 最も多いと思う
ものを次の中から 1 つだけお答えください。

 1. 放送直後 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3 %
 2. 放送日の夜 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.9 
 3. 放送の翌日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.7 
 4. 1 週間以内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44.1 
 5. 2 週間以内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.5 
 6. 1 ヶ月以内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.8 
 7. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.7 

Q25　それでは以前に放送した番組はどうでしょう。このイン
ターネットのサービスを利用してかつて放送したNHKの番
組を見ることができたら，あなたはその番組をご覧になる
と思いますか。それぞれの番組について，次の中から 1 つ
だけお答えください。

 1 2 3
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1. 大河ドラマ「功名が辻」（日 後 8:00） 14.9 73.9 11.2 

2.「生活ほっとモーニング」（月～金 前 8:35） 4.9 84.3 10.8 

3.「クローズアップ現代」（月～金 後 7:30） 19.9 63.5 16.6 

4.「NHKスペシャル」（金 後 10:00 日 後 9:00） 28.5 51.5 20.0 

5.「ためしてガッテン」（水 後 8:00） 17.3 65.5 17.2 

6.「夜 7時のニュース」（月～日 後 7:00） 16.6 69.8 13.6 

7. 土曜ドラマ「WALKERS」（土 後 9:00） 5.6 80.5 13.9 

8.「その時歴史が動いた」（水 後 10:00） 27.1 56.9 16.0 

9.「プロフェッショナル仕事の流儀」（木 後 10:00） 16.3 66.9 16.8 

10.「宮廷女官チャングムの誓い」（土 後 11:10） 13.3 76.2 10.5 

11.「探検ロマン世界遺産」（土 後 8:00） 21.7 61.5 16.8 

12.「きょうの料理」（月～木 後 9:00） 9.8 75.6 14.6 

13.「N響アワー」（日 後 9:00） 8.5 78.5 13.0 

14.「POPJAM」（金 深夜 0:00） 11.4 73.9 14.7 

15.「トップランナー」（日 後 7:00） 12.4 69.1 18.5 

16.「忍たま乱太郎」（月～金 後 6:10） 4.4 86.9 8.7 

17.「おかあさんといっしょ」（月～土 前 8:35） 4.1 87.5 8.4 

18.「3か月トピック英会話」（木 後 11:10） 8.2 79.8 12.0 

19.「新日曜美術館」（日 前 9:00） 9.6 76.4 14.0 

20.「デジタルスタジアム」（土 深夜 0:30） 3.1 82.0 14.9 

Q26　ほかにNHKの過去の番組で，見たいと思うものがあり
ましたら，ご記入ください。いくつでもけっこうです。

　（主な番組）
 ・ 紅白歌合戦
 ・ プロジェクトX
 ・ 新日本紀行

Q27　この有料サービスを利用するとしたら，料金体系は次の
どれがよいですか。一つだけお答えください。

 1. 1 本ごとに単価を設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.2 %
 2. 「月間 10本まで何円」といったセット料金 ‥‥ 10.5 
 3. 月間定額見放題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.6 
 4. 利用しない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.7 
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1. 大河ドラマ（「利家とまつ」「義経」など最近
4～ 5年の間に放送したもの） 15.7 69.0 15.3

2. 大河ドラマ（「赤穂浪士」「天と地と」「独眼
竜政宗」などもっと古いもの） 21.2 64.5 14.3

3. 連続テレビ小説（「ちゅらさん」「さくら」な
ど最近 4～ 5年の間に放送したもの） 14.0 72.5 13.5

4. 連続テレビ小説（「おはなはん」「旅路」「お
しん」などもっと古いもの） 13.1 75.2 11.7

5. 太平洋戦争から現代まで，時代を映した
ニュース映像 25.5 57.9 16.6

6. スポーツの名勝負や名選手を記録したドキュ
メンタリー 24.9 59.0 16.1

7.「夢で会いましょう」「お笑いオンステージ」
などの昔の娯楽番組 14.6 70.7 14.7

8.「ひょっこりひょうたん島」「プリンプリン
物語」などの人形劇 18.9 66.8 14.3

9.「歴史への招待」「四大文明」など歴史や世
界遺産を扱った番組 32.9 51.8 15.3

10.「日曜美術館」「国宝への旅」「ルーブル美術館」
などの美術番組 21.2 62.2 16.6

11.「N響アワー」や劇場中継などクラシック音
楽の名演奏 13.0 72.9 14.1

12. 落語や能・狂言・歌舞伎，演劇などの名舞台 12.7 74.4 12.9

13.「すくすく赤ちゃん」など育児や教育をサポー
トする番組 4.6 86.1 9.3

14.「生活ほっとモーニング」「くらしと経済」
など日常生活に役立つ番組 9.4 76.0 14.6

15.「きょうの料理」「おしゃれ工房」などの生
活実用番組 13.3 69.9 16.8

16.「こころの時代」など，心の豊かさや生きる
知恵を提供する番組 6.9 77.7 15.4

17. 囲碁・将棋・俳句・釣り・園芸などの趣味を
扱った番組 6.5 79.9 13.6

18. 英会話やイタリア語会話，ハングル講座など
の語学番組 16.1 69.1 14.8

19.「きょうの健康」など心身の健康管理や介護
に役立つ番組 12.7 71.6 15.7

20. 自分の好きな歌手・俳優・アナウンサーが出
演しているお宝番組 32.0 54.0 14.0




