2008年「春の研究発表」特集

テレビは 20 代にどう向き合ってゆくのか
〜 2008 年春の研究発表・ワークショップより〜
世論調査部（視聴者調査） 荒牧

央 / 増田智子 / 中野佐知子

ているのかなどについて，識者を交えた議論を

はじめに

行った。さらに，現在のテレビは 20 代の要望

NHK 放送文化研究所は今年（2008 年）3月

をとらえきれているのか，今後テレビは若者に

14日，東京・千代田放送会館において「テレ

どう向き合っていくべきなのか，会場からの質

ビは 20 代にどう向き合ってゆくのか」と題して

疑を交えながら議論を展開した。

ワークショップを開催した。
放送業界や広告業界では，20 代若者に テレ

< 討論者（敬称略）>

ビ離れ が起きつつあるのではないかという議論

渡邊健一

（放送作家）

がある。実際，当の20 代から「テレビは全然見

辻

（大阪大学 准教授）

ていない」とか，
「携帯電話があればいい」という

荒牧

ような発言を耳にすることも珍しくない。果たして
テレビ離れ は本当に進んでいるのだろうか。

大介
央

増田智子

（NHK 放送文化研究所 専任研究員，調査報告）
（同，討論内報告）

中野佐知子（同，司会・進行）

放送文化研究所では長年にわたって全国個
人視聴率調査や国民生活時間調査，テレビに
関する意識調査などを実施し，テレビ視聴につ
いてのデータを蓄積している。ワークショップ
では冒頭，それらの世論調査の結果をもとに，
20 代のメディア利用の現状や変化についてテレ
ビ視聴を中心に報告し，20 代の テレビ離れ
について検証と問題提起を行った。

2

パート 1

調査報告

世論調査から読み取る
20 代のメディア利用
（1）20 代のメディア利用と評価
テレビは大半が視聴，ネットも日常化

続いて，20 代を対象とした最新のグループ・

まず，各メディアを1日にどのくらいの人が利用

インタビューの結果を紹介しながら，20 代のテ

しているかについてみてみると，国民全体では
「テ

レビ視聴に起きている変化の実態は何なのか，

レビ」を利用している人の率が他のメディアに比

その背景にはどのような意識があるのか，また，

べて非常に大きい（図1）
。20 代では「テレビ」

今の20 代がテレビやインターネットに何を求め

は国民全体に比べるとやや少なめだが，それでも
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図1

メディアの 1 日の行為者率 *（月曜）
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図2

テレビ視聴時間量の推移（1 日あたり・週平均）
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毎年行っている全国個人視聴率調査の結果か

IT 時代の生活時間調査（2006）

大半の人が利用しているという点は同じである。

ら詳しくみていく。国民全体の1日あたりのテ
レビ視聴時間量は 1990 年代に増加し，その

20 代のメディア利用に特徴的なのは，
「ウェ

後は 3 時間半を超える長時間視聴の傾向が続

ブ閲覧」と「メール」がテレビに次いで多いこと

いている（図 2）。20 代の視聴時間量は 2007

である。さらにこの2 つを合わせた「インター

年に女性が 2 時間 35 分，男性が 2 時間 2 分で

ネット」というくくりでみれば，利用している人

あった。

は 7 割になり，テレビと同じようなレベルの日常

20 代の視聴時間のグラフは多少上下しなが

行動となっている。ただし後述するように，そ

ら推移しており，最近では視聴時間が短いこ

れによってテレビの視聴時間が大きく影響を受

とが多いようにもみえるが，はっきり減少して

けているわけではない。

いると言えるほどではない。

テレビは情報受容や娯楽の面で評価

テレビに接する人は男女とも長期的に減少

メディア評価という観点からみると，メディ

一方，週間接触者率（1 週間に 5 分以上テレ

アがそれぞれの特性によって使い分けられてい

ビを見た人の率）には変化がみられる。国民

ることがみてとれる。

全体の週間接触者率は 95% 程度でほとんど

20 代にとっても，テレビは「世の中の出来事

変化していないが，20 代では男女とも長期的

や動きがわかる」など，情報受容（受動的な情

に低下しており，テレビに接する人が減ってい

報取得）のメディアであり，楽しんだり時間をつ

ることがわかる（図 3）。特に男性は，インター

ぶしたりできる娯楽メディアとしても評価されて
いる。インターネットは，一部で娯楽メディアと

%
100

しても使われるようになっているが，基本的に

90

は情報探索のメディアであるといえる。

80

（2）テレビ視聴の実態
視聴時間は目立った減少はしていない
続いてテレビの視聴実態について，NHK が

図3
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ネットがまだあまり普及していない1990 年代後
半から低下する兆しがみられる。

男性では夜間の視聴率が低下
また1日の中でも時間を区切ってみていくと，
夜間の視聴率が以前よりも低くなっている。男性

見ない人が増加，長時間見る人も依然存在

では夜 7 時台から10 時台まで，視聴率が長期

接する人が減っているのに，視聴時間がそ

的に下がっており，それにともなって視聴のピー

れほど減っていないのはなぜなのか。1日の視

クも9 時台から10 時台に移っている（図 5）
。反

聴時間の分布をみると，テレビを長時間見て

対に，夜 11時半以降の視聴率はごくわずかなが

いる人が今もある程度いることがわかる。そ

ら増加している。

のため，テレビを見ない人の割合が増えても，
平均視聴時間には大きくは影響していない。

女性では男性ほどの変化はないが，やはり夜
間の視聴率が低下する傾向がみられる。

具体的には男性で視聴時間 0 分という人は
1987年から1997年にかけて，女性も1997年か
ら2007年にかけて増加している（図 4）。それ

（3）テレビに対する意識・テレビの見方
テレビに対する満足度は上昇

に対し，5 時間を超えて視聴している人は男女と

次に，テレビに対する意識や，テレビをどの

もそれほど多くはないが，以前と同じくらい存

ように見ているかを，意識調査の結果でたどっ

在している。

て行く。テレビ全般に対する意識については，
重要度と満足度の2 つを取り上げた。

図4

視聴時間量の分布
（1 日あたり・週平均）
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く横ばいという感じである。男性では最近 5 年
間で「なくてはならない」という人が減少した。
しかし，テレビに対する満足度は高くなって
いる。現在のテレビに「十分満足している」と
答えた人は，1985 年には 20 代が最も低かった
が，16 〜19 歳や 20 代では「 十分 満足」が 増
加していて，2005 年の 20 代の満足度は，他
図6
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テレビは「なくてはならないもの」と考える20
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「日本人とテレビ」調査

の年層と比べてもむしろ高いほうになっている
（図 6）。

さらに男性では，テレビを
「思わず夢中になっ
て見ていること」が「ほとんどない」という人も

満足度が上昇した理由はよくはわからない

増えている。全体として，何となくテレビを見て

が，今の20 代がテレビに求めているものが上

いて，それほど熱心に見ないことが増えている

の世代とは変わってきているのではないかと思

様子がうかがえる。

われる。
見る時刻が決まっていない人が増加
「何となく見る」漠然視聴の増加

テレビの見方に関して，もう1つのポイント

テレビの見方についても，大きく2 点指摘で

は，見る時刻が決まっていない人が増えている

きる。1つはテレビを何となく見る，
「漠然視聴」

ことである。上記の「漠然視聴」の増加との関

の増加である。

連もあるのかもしれないが，テレビを見る時刻

調査では，
「好きな番組だけを選んで見るほ

が「あまり決まっていない」という人が 20 代で

う」か，
「何となくいろいろな番組を見るほう」

は男女とも増える傾向にある（図 8）。決まった

か，どちらかを選んでもらっている。1982 年

時間に決まった番組を見る，というような，視

には，
「何となくいろいろな番組を見る」という

聴の習慣性が弱まっているように感じられる。

漠然視聴はどの年層でもかなり少なかったが，
2002 年の調査では40 代以下で増加し，その
結果 20 代では「何となくいろいろな番組を見る」
という人と「好きな番組だけを選んで見る」とい
う人がほぼ半々にまでなっている（図 7）。
また，20 代では「家に帰ると，とりあえずテ
レビをつける」や「ただ何となくテレビを見てい
る」という人がほかの年代よりも多いことが特
徴的で，テレビをあまり意識せず，生活に溶け
込んだような見方をする環境化の傾向がみら

図8
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希薄化

最後に，20 代の テレビ離れ ということに
ついてまとめると，以下のようになる。

80

まず，テレビ視聴は 20 代のほとんどが行って
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1982 年・選択
1982 年・漠然
2002 年・選択
2002 年・漠然

40

いる日常的行動であり，テレビは情報受容面や
娯楽面で高く評価されている。また，視聴時間
は 20 年間で目立った減少はしていない。したがっ

20

て視聴時間量やメディア評価からみる限り，20

何となくいろいろな番組を見るほう（漠然視聴）

0
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れた。
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代のテレビ離れが起きているとまでは言えない。

テレビ 50 年調査（2002）
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しかし，別のいろいろな側面からみていくと

「テレビ 50 年調査」

変化もみられる。行動面ではテレビを見ない

調 査日： 2002 年10月19日（土），20日（日）

人の増加や夜間の視聴率の低下，意識や見方

調査相手： 全国 16 歳以上の国民 3,600人

の面では，漠然とした視聴態度の増加や視聴
習慣の弱まりなどである。関与の薄い見方が

調査方法： 個人面接法
有効数（率）
： 2,272人（63.1%）

これまで以上に進行している様子がうかがえ，
こういった変化はテレビ離れとは言えないまで
も，テレビ視聴の 希薄化 と位置づけること
ができるのではないだろうか。

引用調査概要（引用順）
「IT 時代の生活時間調査・2006」
調 査日： 2006 年10月22日（日）
，23日（月）
調査相手： 全国 10 歳〜 69 歳の国民 3,826人
調査方法： 配付回収法
有効数（率）
： 2,431人（63.5%）
「ネットワーク社会の中のテレビに関する調査」
調 査日： 2007年 3月3日（土）〜11日（日）
調査相手： 全国 16 歳以上の国民 3,600人

パート 2 討論

テレビは 20 代に
どう向き合ってゆくのか
（1）20 代テレビ視聴の 希薄化 を掘り下げる
〜グループ・インタビューの結果から
パート1の報告から，20 代のテレビ視聴の変
化を 希薄化 と位置づけたことについて，渡
邊・辻両氏は次のような感想を述べた。
渡 邊（ 放 送 作 家） 希薄
化

したということはつ

まり，かつてのように，

調査方法： 配付回収法（一部，郵送で回収）

映 画を見るように集中

有効数（率）
： 2,572人（71.4%）

してテレビを見ることは
少なくなったということ

「6 月全国個人視聴率調査」
（2007 年）
（1971 年から毎年，原則 6 月第 1 週の 1 週間に同じ方式で実施）

調 査日： 2007年 6月4日（月）〜10日（日）
調査相手： 全国 7 歳以上の国民 3,600人
調査方法： 配付回収法
有効数（率）
： 2,449人（68.0%）
「日本人とテレビ調査」
（2005 年）
（1985 年から 5 年ごとに実施）

友達同士の話題のベース，情報共有のベースと
して，テレビは依然として重要だと思いますし，
そういう情報を提供している番組は安定した視
聴率を確保していると思います。
テレビというのは，かつては，民放も含め教
育産業的な側面が強かったと思いますが，今
は，サービス産業的な側面が強くなってきたと

調 査日： 2005 年 3月5日（土）
，6日（日）

いうことでしょうか。熱中して見ているかどう

調査相手： 全国 16 歳以上の国民 3,600人

か，という意味では希薄化しているでしょうが，

調査方法： 個人面接法

重要度においては質的な変化をしているととら

有効数（率）
： 1,920人（53.3%）

6

だと思うんです。ただ，
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えた方が実情に即しているかな，と思います。

20 年前と比べて，テレビに満足している人が

続いて，20 代のテレビ視聴の 希薄化 をよ

20 代では増えているというデータがありましたが，

り具体的に把握するために，20 代を対象に行っ

それは裏を返せば，昔ほどテレビに期待していな

たグループ・インタビューの結果を増田専任研

いということかもしれません。映画なら，お金を払

究員が報告した。

うのだからしっかり楽しませてもらおうと力を入れ
て見ますよね。昔のテレビに対しても，それが唯
一の娯楽ですから，ものすごい期待度がありまし

< 増田専任研究員の報告 >
インタビュー調査の概要は図 9 のとおり。

た。だから，もっと満足させて欲しいという意味

インタビューにあたり，テレビ視聴を行動面

で，
「満足度」は低かった。一方，今は，テレビ

と意識面の 2 つの軸に分け，前者は視聴時

は映画のように見るわけじゃないから，これで十

間の長短，後者はテレビの重要度の高低を

分，と10 代，20 代は答えている気がしますね。

基準に，グループ分けを行った。長時間視

辻（大阪大学）確かに 希

聴グループは日頃のテレビ視聴時間が 3 時間

薄化

以上，短時間視聴グループは 1〜2 時間程度

でもありますが，

この報告から テレビ離

とし，テレビは「なくてはならない」と考える

れ

人を高重要度グループ，
「あれば便利程度」

の予兆といいます

か，土台が侵食されて

という人は低重要度グループとして，両者を

いる感じを受けました。

かけあわせて4グループを作った。世論調査

渡邊さんが言われたように，テレビに対する要

の結果から各グループの割合をみると，長時

求水準が下がっている，愛着やコミットメント

間高重要度（長・高）グループは 20 代全体

が下がっている分，満足度が上がるということ

の 23%，長時間低重要度（長・低）グルー

はあると思います。

プは 31%，短時間高重要度（短・高）グルー

私自身，85 年当時に 20 代で，生まれながら

プが 6%，短時間低重要度（短・低）グルー

のテレビっ子です。テレビにある種の思い入れ

プが 32%であった（図 10）。このうち，短・

があって，その中でも，テレビの作り手の意図

高グループは割合が少ないので，対象から

を裏読みするような皮肉な見方を始めた世代で

除外した。なお，この 2 軸以外の要因を極

もあり，要求水準は高かった。その世代が今
の 40 代で，満足度が最も低いということから，
いまだにテレビに対する要求水準が高いのだと
思いますね。
「環境化」という言葉もありましたが，テレビ
が空気や水のような存在になってきた。そこに
ネットなど，愛着の対象になる別のメディアが加
わってくると，今後はテレビ離れが進んでいく
可能性があるということを示唆したデータだと
思いました。

図9

グループ・インタビューの調査概要

◇調査日：2008 年 1 月 30 日（水）〜 2 月 4 日（月）
◇調査相手：調査会社の登録会員のうち、
以下の条件で選んだ 20 代の男女48人（6 人× 2×4グループ）
①フルタイム有職者で、平日 19 時以降の起床在宅時間が 3 時間以上。
子どもはいない。
② （1）平日（1 日あたり）のテレビ視聴時間が「3 時間程度」以上で、
テレビを「なくてはならないもの」と感じている。
（2）平日（1 日あたり）のテレビ視聴時間が「3 時間程度」以上で、
テレビは「あれば便利という程度のもの」と感じている。
（3）平日（1 日あたり）のテレビ視聴時間が「1 〜 2 時間程度」で、
テレビは「あれば便利という程度のもの」と感じている。
（4）週に 1 日以上録画しておいたテレビ番組を再生しており、
テレビは「なくてならないもの」と感じている。
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力排除するために，全員
「フルタイム就業」
「子

自分の意図したことへの達成感を重視して

どもなし」という条件とした。

いる。たとえば，
「マニキュアがうまく塗れた」

図 10

テレビ視聴をめぐる 4 グループ

「ダンスの練習ができた」など，時間をうまく
使えたことに充実感を感じている。くつろぎ
の時間としてテレビをあげた人は，女性では
少なかった。
短・低グループは，男女とも「仕事」に充
実感を感じている人が多かった。このほか，
ライブや旅行に行くなどプライベートもアク
ティブである。一方で，男性ではくつろげる
時間にテレビをあげる人が多かった。このよ

※テレビをまったく見ない人や，テレビはあると邪魔なものという人などは 8%
「日本人とテレビ」調査（2005）

視聴時間の長短の軸から，インタビューか
ら明らかになった各グループのライフスタイル

うに，テレビを軸に分けたグループだが，ラ
イフスタイルにも大きな違いがみられた。
次に各グループのテレビの見方をまとめた。

の特徴をみると，長時間視聴グループでは，

まず，長・高グループでは，
「音がないと恐

仕事の充実度が低く，生活における仕事の

いのでとりあえずテレビをつけると安心」
「テ

マインドシェアが低い傾向がみられた。逆に，

レビがないと寂しくて泣いた」といったコメン

短時間視聴グループは，仕事の充実度が高

トが目立った（図 11）。
「YouTubeは見終わっ

く，仕事のプライオリティが高いという傾向

てシーンとするところが嫌」という人もいた。

があった。重要度の軸では，高重要度グルー

つまり，テレビはその向こう側に人影が見え

プは受動的な生活態度，低重要度グループ

ることで，安心感が得られる存在としてとらえ

は能動的，アクティブな生活態度というのが

られている。

大まかな傾向であった。

図 11

さらに各グループの特徴をまとめると，長・

長時間×高重要度グループのテレビ視聴

高グループは，充実を感じる時間に「仕事」
と答える人はいなかった。かといって自分の
好きなことに打ち込む能動性もみられない受
身な姿勢が目立っている。
「自分1人で出かけ
る行動力がないので，誰かに誘われ予定が
詰まっているのがうれしい」というコメントも
あった。くつろげる時間は男女ともに「テレビ
を見ているとき」と答えており，だらだらとテ
レビを見ている印象であった。
長・低グループも，充実を感じる時間に「仕
事」という人は少ないが，プライベートでの

8
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逆に，短・低グループでは，
「好きな番組は
録画してでも見る」
「集中して見る時間が増え
た」
「夜はだらだらするので，リアルタイムでテレ
ビは見ない」などのコメントがあった（図 12）
。

つまり，このグループでは，テレビは番組，コ

週も見ることはない」など，番組をコンテンツ

ンテンツを意識して見るという様子がうかがえ

として意識して見ていないために，好きな番

た。一方で，総じてテレビに関するコメントは

組ですら放送日時を覚えられない，という特

少なめな側面もあった。

徴が共通してあった。

図 12

短時間×低重要度グループのテレビ視聴

図 14

テレビ視聴の

希薄化 とは…

以上をまとめると，テレビ視聴の 希薄化
とは，視聴時間が長く重要度が高い人ほど，
長・低グループは長・高グループと短・低

テレビとの密着度は高く番組へのこだわりは薄

グループとの中間的な特徴を持つ（図 13）。

い，逆に短時間視聴で重要度が低い人ほど，

「 寂しい ので テレビは 寝るまで 消さない」

番組との密着度は高いもののテレビという存

「YouTubeを見ているときもテレビをつけてい

在から離れつつある，と考えられる（図 14）
。

る」という長・高グループタイプの人や，
「好き

さらに視聴行動への影響として，毎日・毎週と

な番組は教養番組とくだらない番組の両極

いった視聴習慣が崩れ，ゆくゆくは見たい番

端」
「見たい番組をピンポイントで見る」とい

組を探す ザッピング すらしなくなる，という

う短・低グループタイプの人が混在している。

予想も成り立つのではないだろうか（図 15）
。

このほか，長時間視聴グループでは，重要度
の高低にかかわらず，
「見る番組が特に決まっ

図 15

視聴の 希薄化 の視聴行動への影響

ているわけでなく，テレビをつけたときに流
れている番組が面白ければ見る」
「番組表は
見ない。つけたときに面白いと思っても，翌
図 13

長時間×低重要度グループのテレビ視聴

テレビ視聴の

希薄化

の背景とは

辻 感想は 2 点あります。1 つは，短・低グルー
プの人こそ，送り手，制作者にとっては望まし
い受け手だということ。しかし，集中して番組
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を見てくれる層でありながら，その人たちがテレ

代の気分と関連性が高いという気がします。い

ビから離れていくというのは非常に皮肉な現象

ろいろな本によると，コミュニケーションする

だと思います。

意欲，消費意欲，働く意欲が比較的弱いとい

2 つ目は長・高グループに関して。
「予定が詰

う「下流」気分の人たちが，朝日新聞の調査だ

まっていないと寂しい」というコメントがありま

と若者層の 46% にも上ると言われます。僕らの

したね。私は，携帯メールの調査分析をしてい

世代では考えられないのですが，彼らは，だら

るのですが，
「週末に予定が入っていないと寂

だらゆるゆるしていることが決して悪ではない，

しい，不安」という人ほど携帯メールをよく使う

という価値観を持っています。成功を手に入れ

という結果が出ています。常につながりを求め

るために休みや遊びを削ってまで努力するより，

ているという観点からいくと，テレビに関して

現状で少しでも幸せになれたらそれで十分，と

もある種のパートナー，同居人のような感覚で

考える人たちが自分を「下流」と思っている。

接しているという結果が出ていて面白い。テレ

アンケートで「下流」と答えてはいるけど，自分

ビと携帯電話の期せずしたつながりがうかがえ

を上流に比べて人間として劣ると思っているわ

て興味深かったですね。実際，携帯メールを

けではないし，むしろ自分たちのほうが幸せな

しながらテレビを見るというスタイルはあります

んだ，と思っている人生観なわけです。彼らが，

が，それ以上に，つながっていられない寂しさ

4つのカテゴリーの中の長・高グループに属して

を埋めるメディアとして，携帯とテレビが親和性

いる可能性が高いと感じました。ただ，それは

を持っていることが，今後どう展開していくかも

長・高のカテゴリーに属する人すべての特徴と

含め，非常に興味深い動向かと思います。

いうことではなく，時代の気分として，友達が

渡邊 番組の作り手としては，長・高グループよ

みんなそう思っているとか，
「下流」気分の生活

り，短・低グループの人たちに見てもらいたいと

感覚に慣れている自分がいるということが，今

思いますね。視聴質という言い方がありますが，

の20 代の状況に近いのかなという気がします。

視聴の質が高いのは短・低グループのほうでは
ないでしょうか。

現状がそうであるなら，そこに合わせてテ
レビとしてどのようなサービスを提供していくの

現場の実感としては，民放深夜の若者向け

か，あるいは，彼らがより幸せになるために僕

番組では，集中して見る事を前提としたような，

たちが何を提供できるのかということを，考え

詰め込み型のものは受け入れられません。若者

なくてはいけないのではないかと思います。

が好きな情報だろうと思っていろいろ詰め込ん
で，テンポを上げて面白くしてもダメなんです。

フロアから参加した研究者からは，20 代の

それより，テンポがゆるくて共感できるもの，

情報行動の特徴として，
「ニュースを好きなとき

友達が横にいてしゃべっている風なもののほう

にYahoo! でチェックする，YouTubeが流行し

が視聴率がいい。これはまさに，長・高グルー

ているなど，編集されたハイライトのようなもの

プに合っていたんだろうと思います。

を自分で取りに行くスタイルが好まれているの

好きな言葉ではありませんが，
「格差社会」と
言われるもの，あるいは，
「格差社会」的な時

10

JUNE 2008

では」というコメントがあった。

渡邊 オンデマンドですか，欲しいときに欲しい

ビューでは，テレビとインターネットについて，そ

情報があればいい。ニュースの時間を待たなく

れぞれ人にたとえたイメージを話してもらった。

てもいいということですよね。ニュースはもうネッ

その結果をグループごとにみると，まず長・

トで見るんだ，という流れが日本でも少しずつ

高グループでは，
「テレビは家族」というコメ

起き始めている，という実感は確かにあります。

ントが目立った（図 16）
。
「温かく守られてい

アメリカでは，ニューヨーク・タイムズがネッ

る感じ」
「ずっと一緒。不滅」など，自分と極

トと合体し，ピュリツァー賞を取ったような記者

めて近い位置にあるイメージを抱いている。

までがビデオカメラをかついで街に出て動画の

一方ネットは，
「あまり親しくない友達」
「マニ

映像を撮っているという時代です。ニューヨー

アックな知り合い」など，比較的遠い位置の

ク・タイムズの社主は，5 年後に印刷を続ける

イメージであった。

かどうかわからない，とまで言っています。も

図 16

長時間×高重要度のテレビとネット

し，印刷を止め，ビデオ動画と記事を配信する
ということになったら，テレビと何が違うんだと
いうことになります。
ただ，今はテレビとネットと携帯が少し離れた
状態で育っているので， テレビ離れ に見える現
象があるのかもしれませんが，テレビとネットの融
合が進んだときに，一緒にものをつくっていこうと
いう事になれば，それはみんながもう一度テレビ
に戻っていると考えることもできるわけで，テレビ
には意外に明るい未来があるという気もします。

（2）
20 代にとってテレビとは? ネットとは?
続いて，テレビ視聴やメディア利用における

長・低グループでは，長・高グループより
テレビの位置が少し離れる（図 17）
。テレビ
は「少し笑わせてくれる友達」
「気軽に話せる
友達」など，
「家族」というより「友達」という
イメージに変わっている。一方，ネットは，
「こ

現代の20 代ならではの特徴を2 点に絞って，討

れからお近づきになろう」というイメージで，

論を行った。1 点目は，現代の20 代の生活には，

その可能性を感じている印象であった。

インターネットが欠かせない存在としてある，と

図 17

いうことである。比較対象としてインターネット

長時間×低重要度のテレビとネット

を置くことで，今の若者とテレビとの距離感を
推し量ろうとしたグループ・インタビューの結果
について，増田専任研究員が報告した。
< 増田専任研究員の報告 >
今回のグループ・インタビューの参加者はほ
とんどパソコンを所有していた。そこでインタ
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短・低のグループになると，テレビは「み

20 代はネットに何を求めているのか

んなに人気のムードメーカー」
「家族というよ

中野 テレビは家族，という一方で，ネットのと

り，あって害のない空 気みたいなもの」と，

らえ方は冷静な感じもしましたが。

悪いイメージではないが，自分からはやや遠

辻 まさにネットは家族になれないということだと

い存在に位置づけている（図 18）。ネットは，

思うんです。家族というのは，特に面白い話をす

男性にとっては「オタクな友達」
「従順なやつ」
，

るわけでもなくただ一緒にいてほっとする関係で

女性にとっては「物知りな先生」というイメー

すよね。私自身，10 年前くらいに，
「テレビという

ジで，男女で若干距離感が異なる。

のは慰安のメディアであり，ある種の家族に近い

図 18

短時間×低重要度のテレビとネット

ものではないか」という論文を書いたことがあり
ます。疲れて帰ってきてビールを飲んでぼーっとく
つろいでいるとき，テレビはつけても，さあネット
をやるか，
という気分にはなかなかならない。ネッ
トは自分から取りかからないといけないわけで
す。90 年代後半，ネットがテレビに取って代わる
時代が来ると言われていたので，つむじ曲がりな
ことを論文にしたわけですが，その状況は今でも
変わってないかもしれません。先ほど テレビ離れ
が進む，と言ったことと反するかもしれませんが。

以上のように，長・高グループから短・低

情報やメッセージ，コンテンツを伝えるメディ

グループにかけてテレビの位置は遠ざかって

アとしてはテレビのポジションは落ちているかも

いくが，かといってネットの位置が，短・低グ

しれませんが，家族的な存在としてのテレビの

ループの男性を除けば，近づくイメージでも

位置は，簡単には落ちないだろう，と私自身思っ

ないことがわかる。各グループとも，ネットの

ていましたし，今回のインタビュー結果でも，

特性を，
「自分から能動的に情報を取りに行く

あらためて感じました。

もの」としてとらえており，また実態としても，

中野 20 代のネットの使い方に特徴はありますか ?

長時間ネットをしたり，特に目的もなくパソコ

荒牧 使い方の特徴とし

ンをつけておく人は少なかった。こうしたこと

ては SNS 利用が多いと

から，ネットには思わず没入してしまうような

いうことではないでしょう

要素は少ないのではないか，と思われる。

か。同じネットを使うにし

とはいえ，20 代はネットが当たり前にある

ても，娯楽というか，人

生活を送っており，テレビとネットの特性をき

とのつながりを求めるよう

ちんと把握したうえで使い分けている様子が

な使い方をするのが 20

うかがえ，そうしたことがテレビ視聴に与えて
いる影響は大きいのではないだろうか。

代の特徴だと思います。
一方，私もこのグループ・インタビューを一緒
に聞いたのですが，テレビは家族だと言う人か
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らは，実際の家族の話はあまり出てこなかったん

維持するために機能しているものなど，さまざ

ですね。テレビが家族かどうかということは，そ

まな機能が混在していますから，とらえ方には

の人の実際の家族関係とも何か関連があるのか

一考の余地ありかと思います。

な，という気がしました。

辻 確かに学生たちを見ていますと，ネットとの付

中 野 ライフスタイルと

き合い方がいくつかのカテゴリーに分けられる感

いったことがテレビとの

じがします。一つは，SNS の話も出ましたが，つ

付き合い方に影 響して

ながりの装置としての利用。ケータイで友達とや

いるということでしょう

り取りする延長でネットに本格的に関わった人も

か。ネットは家族になり

結構いるんですね。もう一つは，昔風に言えば，

えないとしても，コミュニケーション手段として

ネットサーフィンしながら面白いと思えるコンテン

使われたり，動画コンテンツもかなり楽しまれて

ツをガンガン手繰り寄せていく使い方で，その中

いるわけで，ネットのテレビ視聴への影響は大

間が，ネット利用では少ない印象を持っています。

きいと思いますが。

ただ面白いのは，YouTubeにしてもニコニコ

渡邊 そうかもしれませんね。ネットといっても，

動画にしても，テレビ的なものがネットに上がる

ネットで何をするかということで大きく違うと思う

と，そこでつながることができるということだと

んです。調べ物をする人はかなり能動的な人で

思いますね。コンテンツが上がっていて，そこ

しょうし，ニュースをチェックする人もオークショ

にコメントがついてつながっていく，匿名では

ンを利用する人も，情報を取りにいこうというこ

ありますが，一種の流れができている。日本の

とでしょう。一方で，僕の事務所の若いスタッフ

ユーザーの場合，そのつながりの面白さが大き

が見ているのは，かなりレベルの低い投稿マン

な魅力となっていると思います。

ガのサイトだったりします。雑な線で描かれた 4

中野 そうなると，20 代にとってネットは，娯楽

コママンガで，情けない一発ギャグなんですが，

メディアとしての役割を果たしている面がある，

それを見て
「どうです，
情けないでしょう? 」
と言っ

といえそうですか。

て笑いながら，実はそれで癒されているのです。

辻 なくてはならない形になってきていると思い

民放のバラエティー番組でも，知的な人から見

ます。ただ，ネットだけ楽しんでテレビはいらな

るとくだらないと思われるものもあるかもしれません

い，というグループがマジョリティになるかとい

が，それが癒しの対象になっていることがあります。

うと，そう簡単にはいかないのではないでしょ

競争社会を生きて疲れ果てて帰宅して，さて勉強

うか。ケータイでも，実際には，ワンセグでテ

しようというよりは，自分よりダメっぽい人が出てくれ

レビを見たりしているわけですからね。

ば，
「俺のほうがまだましかも」と思って癒されるわ
けですよね。こうした慰撫する存在が社会の装置
としてあるかどうかということは重要ですが，ネッ

（3）20 代はなぜドラマを見なくなったのか ?
〜 20 代が好むテレビ番組とは

トがそうした機能も代替しつつあると思います。
一口にネットと言っても，主体的に関わるも
の，慰撫装置として機能するもの，友人関係を

20 代のテレビ視聴の2 点目の特徴として，20
代がドラマを見なくなってきたのではないか，
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という話題を提示した。データをみても，この

図 19

10 年ぐらいで 20 代のドラマの視聴率は低下傾

確実に面白い番組しか見たくない，
テレビに裏切られたくないという気持ち

向にある。引き続き，増田専任研究員が，20
代の ドラマ離れ の背景と20 代が番組に期
待する要素について報告した。
< 増田専任研究員の報告 >
ネットが引き起こした ? 20 代のドラマ離れ
今回のグループ・インタビュー調査では，

理欲求」があると思われる（図 20）
。見ようと

どのグループにおいても「ドラマを以前より見

時間をやりくりするのもストレスだし，見逃して

なくなった」という意見が多く聞かれた。具体

しまうのもまたストレスといった番組は選ばず，

的には，
「面白いかどうかわからないのに時間

結果的にいつ見ても話がわかるバラエティー番

を割きたくない。面白ければ DVDを借りれ

組を選ぶ傾向につながるのではないか。

ばいい」
「話題にならないので，見ようとは思
わない」
「毎週続けて見るのが面倒くさくなっ

図 20

毎週同じ時間の視聴を
強制されることへの拒否感

た」
「いいところで終わって，次週まで待つの
がじれったい。また，1 週見逃すとわからなく
なる」といったコメントがあった。これらの背
景をまとめると，
1. 確実に面白い番組しか見たくない。テレビ
に裏切られたくない，という気持ち
2. 毎週，同じ時間の視聴を強制されることへ
の拒否感

こうした思いを生む元にあるのが，自分の
欲しい情報を自分で取りにいける，都合のい

といったことが，20 代がドラマから遠ざかっ

い時間に作業できる，というネットの特性で

ている要因のひとつと考えられる。ただ，こ

はないか。つまり，日常的にネットを利用す

うした感覚は，ドラマ以外のジャンルの番組

る20 代が自然に身につけてきた視聴スタイル

においても同様の傾向がみられた。

ではないだろうか。

テレビに 裏切られたくない という気持ち
の背景には，確実に成果を得たい =「リスク回

垣間見える

リアリティ

に共感

避」の欲求があると思われる（図 19）
。
「HDD

続けて，20 代がどういう番組なら見たいの

で録画して見たい人が出ているところだけを見

か，という話に移る。今回のインタビューで，

る」
「ランキングを押さえる」といった行動の背

コメントが多かった番組のうち，
『あいのり』

景にも同じ欲求がある。また，同じ時間の視

（フジテレビ）と『グータンヌーボ』
（関西テレ

聴を強制されることへの拒否感の背景には，

ビ）を取り上げる。一般の若者の恋愛ドキュ

自身で自分の時間を管理したいという「時間管

メントとして描かれる『あいのり』は，
「ドラマ
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よりドキドキする」
「恋愛の話は身近に感じる

そのうちの 7 割が「面白い」という肯定評価で

し，友達の話や悩みを聞いている感覚で見て

す。そこで，
「そこに演出（やらせ）はあると思

いる」といったコメントがあがり，芸能人がプ

うか ? 」と聞いたところ，
「ありのまま」と答え

ライベートを一緒に過ごす様子をドキュメント

たのは 3% だけで，
「ときどきある」
「かなりある」

化した『グータンヌーボ』は，
「出演する女性

と思う人が 5 割に達しました。演出，あるいは

の立ち居振る舞いを見ている」
「初対面同士の

やらせがあっても面白いと思っているところが，

微妙な間が面白い」といったコメントがあがっ

この番組の興味深いところで，これも若者の典

た。これらで若者が共感しているのは，人間

型的な視聴スタイルなのでしょう。やらせはある

の本音の部分， 素 の部分を垣間見ること

ことを大前提にしらけきるわけでもなく面白が

ができる点と考えられる。

ることができる，ある種の成熟したメディアリテ

また，ドキュメンタリー番組としては，
『情

ラシーを持っていると評価してもいいのではな

熱大陸』
（毎日放送）などが支持されていた。

いかと思います。学生に聞くと，
「当然演出され

「一生懸命やっている業界の違う人に感動す

ているだろうが，そうではない部分，素の部分

る」
「同年代の女性が頑張っているのを見る

が垣間見えることがある」と答えます。テレビ

と，私も頑張らなくちゃ，と刺激を受ける」な

はつくりものだということがわかっていて，しか

どのコメントがあり，向上しようと頑張る姿，

し，彼らが言うところの リアル な部分が残っ

本気の気持ちが見える点が若者の気持ちに

ている番組に彼らは惹かれるのでしょう。

フィットしているようだ。このほか人気のお笑

一方で，
『あいのり』はテロップをばんばん入

いバラエティー番組では，
『アメトーーク!』
（テ

れて，テレビであることを強調するような演出

レビ朝日）など，集中せずに断片的に楽しめ

が盛んです。海外の人に見せると，日本人は耳

る番組が支持されていた。最後に，これら

の不自由な人にここまで親切にするのかと驚い

の番組に共通する要素として，番組に垣間見

たりします。でもこうしたテロップは，視聴者が

られるちょっとしたリアリティ感，本音の部分

ツッコミたくなるところを制作者が代理でツッコ

や本気の部分が，若者の共感を呼んでいるの

ミを入れているわけです。スタジオで映像を見

ではないだろうか。

ながらトークを繰り広げるタレントも，参加して
いる視聴者の姿を可視化しているのです。そう

続けて，辻氏が 20 代が嗜好する番組につい
て報告した。

した演出の中で，変な言い方ですが，残りかす
としての リアル といいますか，テレビとして
作り出されていないところを視聴者が探し出す。

演出とわかっていても楽しめる
成熟したメディアリテラシー

そこにどうも惹かれていると思うのです。

辻 2006 年に関東圏と関西圏の大学で行った

テレビをつながりのメディアとして再評価

学生調査でも，先ほどご紹介のあった『あいの

視聴者としての自分が可視化されている演

り』が非常に人気ありまして，調査学生 600 人

出は，実は大勢の私「たち」がこれを見てい

中 9 割以上が
「見たことがある」と答えています。

る，ということを意識させます。こうしたバラエ
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ティー番組が目立ち始めたことからも，テレビ

のです。

は私たちのつながりを媒介するメディアとして再

確かにテレビは，ニュースやコンテンツ，メッ

評価すべきだと思うのです。インターネットや携

セージなどの情報を伝達し，消費する形でもと

帯電話とテレビは非常に親和的で，2 チャンネ

らえられますが，テレビの魅力からすると，実

ルでは，ときどきツッコミを入れながらテレビを

はそうした部分は小さいのではないかとも思え

実況する掲示板が人気ですし，ニコニコ動画に

ます。むしろコンテンツに媒介されて潜在的な

いたっては，動画自体をアップして，画面にテ

つながりの素地を作っていく，その部分に着目

ロップをかぶせるのと同様にコメントを入れてい

していく必要があるのではないかと感じます。

く形式です。はじめてニコニコ動画を目にした
とき，自分もテレビの中に加わりたい，つなが

増田専任研究員，辻氏の報告を受けて，渡

りたいという欲求を，まざまざと見せられたよう

邊氏に，日頃若者番組を制作する現場で，ど

な気がしました。

のようなことを感じ，また工夫しているのか，

社会背景としても，つながりを重要視する価

語ってもらった。

値観の高まりがあります。それは，ネットやケー
タイなど人間関係を媒介するメディアが普及し

シミュレーション・テレビ

てきたからというのではなく，それ以前から心

渡邊 辻さんのお話は，
僕たちが制作現場で日々

の豊かさを求めて，身近な人と仲良く暮らすと

感じていることを，端的に表現してくださったと

いう嗜好性が高まっていることからもわかりま

思います。実は，いろいろな失敗を経て，20

す。NHKの「日本人の意識」調査でも，
「あな

代にウケる番組は何かと考えてたどり着いたの

たの生活目標にいちばん近いもの」という設問

が，僕が勝手に呼んでいるところの シミュレー

に対して，個人主義的な享楽的生活ではなく，

ション・テレビ です。
『あいのり』もそうですが，

「身近な人たちとなごやかな毎日を送る」という

かつての民放の番組からはあり得ないつくりで，

回答が最も増加していますね。そんな今だから

情報番組的な内容を期待すると，あてがはず

こそ，テレビをつながりの中で，あるいはつな

れるかもしれません。でも，それで正解。僕た

がりとして受容・消費されるメディアとしてとら

ち昭和の子は，できるだけ知的情報を収集し，

え返すことが求められていると思います。

社会的見識を積み，仕事で実績を上げるのが

1995 年に東京大学社会情報研究所（当時）

幸せになる道だと信じてきましたが，彼らはそ

で全国調査を行い，テレビ視聴時間の分析を

れだけじゃないと気づいている。大事なのは，

行いました。そこで面白かったのは，世帯人数

友達とどう会話したらいいのか，お店に行って

が少ないほど視聴時間が長いという結果が出

どう盛り上がればいいのかだったりします。で，

たことです。特に夫婦 2 人世帯で長い。世帯人

どうしていいかわからないからどこかでシミュ

数が少ないと，家族のにぎわいがもの足りない

レーションして欲しいわけです。かつての情報

ことがある。それをテレビが埋める役割を果た

番組は，お店の特徴や薀蓄を語り，料理のノウ

していた，つまり，家族や同居人のある種の代

ハウを詰め込んだ内容で年配の方に支持されま

役を果たしていたということではないかと思う

したが，20 代にはそんなことより，一緒に食べ
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るときにどういう会話をすればよいか，どんな

における友情のつくり方としてはもっとも簡便で

仕切りがウケるのか，というほうが大事なんで

リアリティのある方法なのかもしれません。

す。
『あいのり』の場合は，
気持ちは惹かれ合っ

ドキュメンタリーにしても，かつては「テーマ

ているのにその先に進めないような，微妙な関

は何だ」
「何を告発するんだ」
「問題意識は」と

係のシミュレーションを数限りなく見せてくれ

言われたのですが，今は難解なテーマより生き

る。
『グータンヌーボ』なら，女性の先輩とお

様を見せるほうがよかったりします。
『情熱大陸』

酒を飲む場面から，ゴマすりと思われないよう

は僕も以前関わっていましたが，ブレイク寸前

な先輩の立て方や自分を可愛く見せる主張の仕

の若者を選んで，小ブレイクするまでの過程を

方など，誰も教えてくれないことを，教科書的

綿密に追い，大ブレイクを予感させる小さな成

な教え方ではなく，シミュレーションしてくれる

功体験に共感してもらうのが，そもそものコン

わけです。辻先生の論文に，自分の中にキャラ

セプトだと記憶しています。小ブレイク前という

（キャラクター）が多重に存在していて，状況に

のは，まさに見ている20 代の視聴者と同じ立

応じてキャラを使い分けているのが 20 代の像

場なんです。学生だったり，社会に出て右も左

だという指摘がありましたが，自分がどういう

もわからない状態の自分自身だったり。彼らが

キャラで振る舞えばいいか，
その際のボケやツッ

小ブレイクするまでの過程は，まさに自分の数

コミのやり方などについても，場面ごとにシミュ

年後までのシミュレーションなんですね。ドキュ

レーションして欲しいわけで，僕が勝手に名づ

メンタリーには，社会的な提言をしたり，問題

けた，このシミュレーション・テレビというジャ

意識を喚起するものも絶対に必要ですが，それ

ンルは，今，20 代にはすごく浸透してきている

とは別に，シミュレーションドキュメンタリーと

と思います。

いうジャンルを確立することは，若者向けのソフ

平日の午前，テレビ朝日で『ちい散歩』とい

トづくりの大きなポイントだと思って，私自身は

う番組があります。年配の方向けの番組です

制作しています。

が，地井武男さんが身近な商店街などをぶらぶ

辻 シミュレーション・テレビと聞いて思い出し

ら歩くだけ。ちょっと時間が空いたときを楽しく

た話があります。学生たちが遊びに行って，楽

過ごすシミュレーションをしてくれるわけです。

しかったときのことを「ほんまに『オレンジデイ

昔はそんな番組を作ったら，もっと情報を入れ

ズ』やったよなあ」と言うんですね。
『オレン

ろ，と言われましたが，今はこれがいい。年

ジデイズ』というのは，いわゆる青春ものドラ

配向けでもそうですから，特に若者向けにはこ

マなんですが，別に，そのドラマをなぞってき

れが顕著です。そして，たまたま前の日にトー

ちんとシミュレーションするというわけではあり

ク番組を見てシミュレーションした人と，別の

ません。でも，自分たちの実体験をそのままリ

似たようなバラエティーを見てシミュレーション

アルに思い起こすというのではなくて，ドラマ

した人が飲み会で顔を合わせます。そこで，お

を介してなぞり返す，シミュレートし直すことに

互いに，自分の中の黄金のパターンを披露した

よって，彼らの中である種の腑に落ちる感じ，

り，取って置きのカードを切ったりして，コミュ

リアリティが生まれるわけです。実体験を投影

ニケーションを取り合うわけです。これが現代

することでドラマをリアルに感じるのではなく，
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ドラマという虚構を投影することでむしろ実体

思います。拡散した中でドラマの大ヒットを作る

験がリアルに感じられるという逆転ですね。そ

にはどうしたらいいか，という状況になり，結果

の意味でもテレビがシミュレーションを提供す

として，極端なキャラをつくるという流れになっ

るという感覚はわかりますし，ひょっとしたら日

ていると思います。ありえない設定，非日常性。

常生活そのものがシミュレーション化していると

ドラマ以外での等身大のシミュレーションが当

も言えると思います。

たり前になってしまったから，ドラマはまったく

渡邊 そこは常に，主客が逆転しているところが

逆にいっているんだと思います。コンテンツの力

たくさんあると思います。ドラマの視聴率が減

自体は落ちてはいないと，僕は思います。

少していると言われる理由とも関係すると思い
ますが，かつてフジテレビの月 9 が超・高視聴
率を誇っていた時代は，それ以外の番組がま

（4）テレビは 20 代に
どう向き合ってゆくのか

だまだコンサバティブなつくりをしていました。

長時間視聴者へのテレビ番組戦略

月 9 だけが等身大の恋愛シミュレーションを

中野 長時間視聴の人たちが漫然とテレビを見た

やってくれたので，求めていたのはこれだとい

り，番組放映の時間も局も覚えられない，という

う事になり，圧倒的な支持が集まった。当時は

報告がありましたが，そうした人たちに向けての

『あいのり』も『グータンヌーボ』もありません

テレビ番組戦略というのはあるのでしょうか。

からね……。やがて他局も，そこに鉱脈がある

渡邊 そういう人たちを前提にしないと厳しいで

ことに気づいて一斉にやり始めた。バラエティー

しょうね。先ほどテロップの話がありましたが，

も旅番組も，ドキュメンタリーまでもシミュレー

これは「ながら視聴」の人たちに，とても便利

ション・テレビの潮流に入ってきたのです。ドラ

なのです。面白そうなことが音で聞こえて，はっ

マ以外にもいろいろ具体的なシミュレーション

と思って顔を上げたとき，テロップがあれば内

が蔓延すれば，当然ドラマに対するシミュレー

容がわかりますし，その直後にいいネタを出すよ

ションの期待度は下がる，ということになります。

うに演出しておけば，見せたい場面を確実に「な

荒牧 1998 年に NHK が中学生，高校生を対

がら視聴」の人に届ける事ができます。これは，

象に行った調査では，よく見るテレビの第 1 位

よくやられている手法といっていいでしょう。

はドラマでした。彼らが今，
ちょうど 20 代になっ

「ながら視聴」の人に対してもうひとつの対策は

ているのですが，今回のグループ・インタビュー

「ゆっくりしゃべる」ということです。今，ナレーショ

でも，
「中高生時代はドラマをよく見ていた」
「大

ンは可能な限りゆっくりしゃべらせたほうが，視聴

人になったらあんな恋愛をするのかな，と思い

者の受けがいいように現場では感じています。そ

ながら見ていた」というコメントがありました。

う思ってご覧になるとびっくりされると思いますね。

昔はドラマのシミュレーション機能が高かった

ゆっくり話すと耳に入りやすいし，物音があっても

ことをうかがわせます。

耳に届くし，面白そうだと気づいてから顔を上げて

中野 今はドラマにシミュレーション機能を求め

も間に合う，といろいろな機能があります。

ていないということでしょうか。
渡邊 というより，求める番組が拡散したのだと

18
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このように，ながら視聴でいいからとにかく
見てもらう。NHK スペシャルのように一言一句

聞き逃すまい，と本当に集中して見る作品も必

よりは過渡期かなという気がしています。ネッ

要とは思いますが，それらとながら用に作った

トでの動画配信は，どんどん進んでいくと思

番組は，やっぱり混在せざるを得ない現状だと

いますが，コンテンツ主体なので，テレビのあ

思います。

りようの延長線 上というよりレンタルビデオ的

中野 短時間低重要度グループの人も，番組を

な展開が考えられます。テレビの慰安装置と

意識して見る割合は高いのですが，だらだらと

しての役割を肩代わりしていくことに関しては

見る時間もある程度持っていて，そういう番組

ちょっと疑問です。

も好きだ，という側面がありますよね。

最初に申し上げた若者の テレビ離れ の予

増田「 だらだら」 とい

兆，という点について補足しますと，どうして

うのは，ある意味褒め

もテレビの存在自体は，連続的ですけれども，

言 葉 でもあります ね。

様変わりしているのではないかと思っていま

グループ・インタビュー

す。かつてのように，集中して見て楽しむ，と

でも，たとえば，
『「ぷっ」

いう娯楽メディア的な意味合いは薄れてきたと

すま』
（テレビ朝日）に

思うんですね。それが今回の「希薄化」という

ついて，
「気合を入れな

言い方に表れていると思います。自らを娯楽メ

くても見られる番組がいい」「ぬるい感じがい

ディアとして位置づけてきた延長線上では，や

い」といったコメントがあがっています。

はり テレビ離れ は進むのではないか。メディ

ドラマは集中しなくてはいけないけれど，バ

アが生き延びていく，という中で，その位置

ラエティーは見逃しても関係ない，いつでも離

づけが変わっていく，ということはあると思い

れられる，ということが，20 代にとっては非常

ます。

にポイントが高いのです。

フロア（広告会社） ドラマ離れ という話があ
りましたが，ちょっと疑問です。ドラマを見な

最後は，フロアからまた別の議論の視点を

いのは，ドラマという形に起因するのではなく，

提起してもらい，登壇者がこたえる形で議論

作品がつまらないからではないかとも思うので

が進んだ。主なやり取りを紹介する。

すが。昨今は，アニメから映画，テレビドラマ
へと同じコンテンツが使いまわされているような

フロア（番組制作者）たとえば，Wii のようなテ

ところもあって，ちょっと企画が足りないのでは，

レビゲームが出てきて，やはりシミュレーション

という印象を持ちます。

と似たメディアになっています。また，ワンセグ

増田 視聴率データを見ますと，ドラマは今で

視聴も登場するなど，さまざまな動画を見られ

もよく見られています（図 21）。それでも，昔

る環境が整ってきましたが，20 代のテレビ視

よりドラマを見なくなった，とコメントした人が，

聴は，どう変わりそうですか ?

各グループでまんべんなくいたのです。先ほど

辻 ワンセグは機器はすごく普及してきたと思う

は，ネットの特性を背景にした視聴スタイルの

のですが，あのような放送形態，あるいは動

変化を理由にあげましたが，内容に関しても，

画配信の形態は，このまま定着していくという

「マンガや小説のドラマ化が多すぎる」「今のド
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図 21

20 代の番組ジャンルの視聴傾向

らなければならないのは事実ですが，テレビ界
も自己変革をしていくことで，乗り越えられる
にちがいないと思っています。
辻 ここ何十年も 9 割以上の人がテレビを見続
けてきたということ自体，歴史的にみれば，実
は異例な時代だと言えるのではないでしょうか。
テレビに代わるオルタナティブなものが少しず
つ登場して，それによってテレビ離れがある程
度進むということが，メディア全体の状況を見
渡すなら必ずしも悪い事ではないだろうし，テ

ラマは昔ほど面白くない。均質化されている感

レビ自身にとってもそうだろうと思うんです。個

じがする」などのコメントがありました。また，

人的にはこれから 20 年程度でテレビを見る人

先ほど荒牧さんも触れていましたが，
「小さい

が一挙に 5 割を切ることはないだろうと思うの

頃は，10 年後の自分を想像しながら楽しんで

ですが，大多数に見られて当然という状況はま

恋愛ドラマを見ていた」という見方があったこ

すます薄れてくるでしょう。そのときに，これま

とを思えば，最近のドラマは，自分がシミュレー

でどおり大多数に見られることを至上命題にす

ションできるような内容のものが少なめになっ

るのではなく，見なくてもいいよ，でもね，と

ているのかもしれない，とも思います。

いうようなテレビの魅力をどう打ち出していく
か。発想の転換を迫られるでしょうし，それは

おわりに

テレビにとってある意味でとても健全な課題だ

中野 最後に，みなさんからまとめのコメントを

と思います。

一言ずついただきたいと思います。

荒牧 私は調査結果から， テレビ離れ

渡邊 かつてテレビが興隆して，映画の時代は

ていない，と報 告しました。ただ実 際には，

終わったと言われましたが，今，日本映画は空

しているようなしていないような，ちょっと微

前の活況を呈しています。映画そのものに対す

妙なところもある感じがします。辻さんも言わ

る日本人の愛は冷めていなかったわけです。同

れるように，テレビのメディアとしての性質が

じことが，今のテレビにも言えるのではないで

変化してきていますし，動画コンテンツの視聴

しょうか。今までのテレビと同じ事をやるだけ

がいろいろな形でできるようになりました。研

なら，それは衰退かもしれませんが，ネット上

究する立場からみれば，テレビの輪郭がぼや

の動画や新聞など文字媒体との融合も考えよう

けてきてとらえにくくはありますが，ある意味，

というような大きな立場で考えれば，私はまっ

非常に面白い時期に遭遇しているという感想

たく悲観していません。ただそのためには，こ

を持ちました。

うしたメディアの変革を乗り越える気合のよう

増田 今回のワークショップで，そのタイトルど

なものが作り手側に強烈に必要だと日々実感し

おり 20 代に向き合うよい機会をいただいたと

ています。もちろん，私自身危機感をもってや

思います。これまで制作現場で，20 代がどう

20

JUNE 2008

はし

なのかわからないまま，若者向けの番組を作っ
てきたのではなかったか，という反省も込めて，

たことも，あらためて確認できたといえる。
加えてこれからは，テレビ自身が大きな変化

まずは向き合うことからスタートしなければい

の波にさらされていくことになる。ワークショッ

けない，と思うことができました。

プでは本格的に議論はできなかったが，地上
デジタル放送の本格普及，HDD 録画機やワン

ワークショップを終えて

セグ・ケータイの普及，NHK でも開始が決まっ
た番組のオンデマンド・サービスなどは，
「放

ワークショップの中では，辻氏に，これから

送」や「テレビ視聴」の既成概念を覆す可能性

の「若者とテレビ」研究の視座についてもコメン

を十分に持っている。そして，その変化の波

トをいただいた。これまでケータイやネットを中

に先陣を切っていく人たちこそ，現代の 20 代

心に研究を進めてきた辻氏も，最近は，むしろ

なのである。今回のワークショップを契機に，

テレビに関心が戻りつつある，という。辻氏は

今後も継続的に彼らの動向を多様な側面から

次のように話している。

とらえていきたい，と考えている。

「たとえば，ネットやケータイが出現したメ

（あらまき ひろし / ますだ ともこ / なかの さちこ）

ディア状況になって初めて，テレビが本当に
パーソナルなコミュニケーション状況の中に埋
め込まれていることが，いわばテレビの影響力
として顕在化してきた。これからはメディアの
中でのテレビのポジショニングといった，大局
的な見地に立った研究の視座が重要になるの
ではないか。」
今回，さまざまに議論されたように，現代
の若者のテレビへの向き合い方は，従来のテ

※今年 3 月 14 日のワークショップの会場で配
付しました資料「世論調査から読み取る 20
代のメディア利用」5 ページの 15 番目のグラ
フで，週間接触者率データを掲載すべきとこ
ろを，平日平均接触者率のデータを掲載して
しまいました。本稿に正しいグラフ（図 3）
を掲載しました。お詫びして訂正させていた
だきます。

レビのありようを超えたスタイルとなってきてい
る。私たちは「希薄化」と表現してみたが，そ
れはインターネットの出現に代表されるメディ
ア環境の変化，ひいては，現代の若者をとり
まく社会・経済的な状況や時代的風潮までも
が複合的に重なり合って生み出されたものであ
り，裏返してみれば，現代の若者の日常生活
においても，独自のスタイルでテレビが深く根
を下ろしている様子が確認できたといってもよ
いのではないか。また，辻氏も指摘している
ように，テレビ視聴を単独で深堀りするだけで
は，若者とテレビの関係が見えにくくなってき
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