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  1. はじめに

インターネット（ブロードバンド）の急激な普
及を背景に，世界各国の放送事業者は「放送」
という従来の伝送路の枠を超えてインターネッ
トを新しいメディアとして位置づけつつ，活発
なネット向けサービスを展開しはじめている。
公共放送も例外ではない。すでに主要国の多
くの公共放送がインターネットを利用した新た
なサービスに着手し，試行錯誤を続けている。
日本でも改正放送法が4月に施行されNHK
によるネット経由での番組配信が可能となり，
NHKは今年12月から番組のオンデマンド（以
下，VOD）サービスをスタートさせることになっ
ている1）。

しかし，公共放送がインターネットを利用し
てサービスを展開することには，どのような意
味や意義があるのか，放送の社会的役割や
機能はネットサービスにおいてはどのように位
置づけられるのか等について，十分な研究や
議論が蓄積されているとは言い難い。そこで，
インターネットが公共放送にとってどのようなメ
ディアになろうとしているのか，またすでに行
われているネットサービスは人々にどのように
受け止められ，利用されているのかといった

点を探るため，NHK放送文化研究所では今
年（08 年）3月にウェブ調査を実施した2）。以
下で，この調査の主要な結果を報告する。

  2. 方法

今回の国際比較ウェブ調査の方法・内容は
以下の通りである。

調査実施国:日本，韓国，イギリス
実施時期: 2008 年3月14日〜27日
調査方法:ウェブ調査
調査相手:ウェブ調査会社の登録モニター

 　　各1,000人
さらに，今回の調査では「過去1か月間に新

聞，テレビなどマスメディアのインターネットホー
ムページ（以下，HP）にアクセスした経験があ
る」ことを回答者の条件とした。一般的なネット
ユーザーよりもメディアや情報に対する関心・感
度が高い層の回答傾向を把握するためである。

調査では，調査会社にモニターとして登録し
ている人を対象に参加を呼びかけ，協力する意
志のある人の中からこの条件を満たす人に先着
順で回答してもらった。そして性・年層のバラン
スを取るため，男女10 代，20 代，30 代，40 代，
50・60 代の各年層（計10グループ）につき100

公共放送のネットサービスは
どう受け止められているか
〜「日・韓・英  公共放送のネット展開に関する国際比較ウェブ調査」から〜
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人ずつが集まった時点で調査を終了した。
また，調査対象国を日本，韓国，イギリス

の3か国としたのは以下の3つの理由による。
第一に，この3か国におけるインターネット普
及状況が 60 〜70%台と比較的条件が類似し
ていること。第二に，この3か国の主要な公
共放送3），すなわちNHK，KBS，BBCはい
ずれもすべての視聴者層に対して総合編成に
よって番組を提供する，いわゆる「大きな公
共放送」であるという共通点があること。第
三に，KBSおよび BBCがネット展開に関して
は早くから本格的に取り組んできた実績があ
り，公共放送のネット展開のあり方を考えるう
えで，参考となる結果が得られると考えたた
めである。

調査での質問票は，①テレビ視聴やインター
ネット利用行動などの情報行動，②ネット上の
ニュース・情報関連サイトの布置と人々のコミュ
ニケーション行動の関係性，③ネットユーザー
にとっての公共放送の存在感や評価，という
3つの要素に関する質問文を中心に構成した。
さらに公共放送のHPの仕組みや使い勝手に
関する評価等に関する自由記述方式の質問も
設定した。質問数は計35問であった4）。

  3. 対象国の放送事情・メディア環境

今回の調査対象国である日・韓・英3か国
には上述のような一定の類似性・共通点があ
るが，他方で各々の政治社会状況や歴史・文
化的な背景等に起因する様々な違いもある。
そこで，ここでは調査結果を理解するうえで
必要と思われる範囲で，3か国の公共放送を
取り巻く放送事情およびメディア環境の特徴
を簡単に整理しておきたい5）。

 1）イギリス
イギリスの地上放送には公共放送 BBC以

外に，商業放送のITV，Five，Channel 4（非
営利放送局）の3 事業者がある。全国放送の
アナログテレビチャンネルは，BBCが 2チャン
ネル，ITV，Five，Channel 4が各1チャンネ
ルずつの計 5チャンネルである。地上デジタル
放送では，BBCのテレビ8チャンネル，ラジ
オ10チャンネルを中心に計約40チャンネルが
あり，テレビ視聴世帯の約40%にあたる932
万世帯が視聴している（07年9月現在）。

このほか，衛星放送のBSkyB（デジタル有
料放送）が延べ約600チャンネルを放送してお
り，加入者は約815万世帯（07年9月現在）で
ある。ケーブルテレビ加入世帯はデジタル，ア
ナログあわせて342万世帯である。またイン
ターネットの普及率は07年6月現在で65%，こ
のうち86%はブロードバンド利用世帯である6）。
図1は衛星放送やケーブルテレビも含めた

デジタル多チャンネル世帯におけるテレビ視聴
シェアを示したものである。

1位はBBCで34.3%のシェアを占め， 以
下 ITV（22.7%），Channel 4（12.2%），Sky

（6.8%），Five（5.9%）の順となっている。こ
のようにイギリスでは多チャンネル化が進む中
でも公共放送 BBCが相対的に大きなシェアを
保持していることが特徴であると言える。

図1　テレビ視聴シェア（英）
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※BARB TNS/Infosys調査のデータ（06年度）による
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BBCは受信許可料（08 年度はカラーで年間
139.50ポ ンド=約2万8,600円7））を主要財源
とし広告放送は禁止されている。06 年度の事
業 収 入は46 億3,210万ポンド（約1兆 960 億
円），職員数は約2万3,000人である。BBCの
サービスは広く受信されるべきとして，地上，
衛星，ケーブル，インターネットといった各伝送
路で提供されることが法的に規定されている。

 2）韓国
韓 国 の 地 上 放 送 は 公 共 放 送 のKBSと

EBS，公共的な性格も持つ商業放送 MBCが
全国放送を実施，また10局ある地域商業放
送のうちソウルを中心としたSBSはネットワー
クのキー局として事実上の全国放送を展開し
ている。テレビチャンネルはアナログ，デジタ
ルともにKBSがKBS1，KBS2の2チャンネル，
EBS，MBC，SBSは各1チャンネルである。

韓国ではケーブルテレビの普及が進んでお
り，加入世帯は1,472万世帯（普及率約80%）
に達している。衛星放送Sky Lifeの加入件数
は212万である（07年10月現在）。ケーブルテ
レビや衛星放送では地上チャンネルの再送信
のほか，KBS，MBC，SBSの各局はそれぞれ
ドラマやスポーツ等の専門チャンネルを配信し
ている。インターネット普及率は76.3%（ブロー
ドバンドは約32%，07年12月現在）である。

韓国テレビ協会によると，2007年上半期の
地上放送各チャンネルの平均視聴率はKBS1
が 8.9%，KBS2 が 7%，MBCが 8.1%，SBS
が 7.3%，EBSが 0.9%であった。従ってKBS
は2つのチャンネルをあわせると地上テレビの
約半分のシェアを持っていることになる。しか
し，韓国ではケーブルテレビの普及拡大によっ
て地上放送とケーブルテレビの視聴シェアの差

が図2のように縮小傾向にあり，2007年上半
期には57.4%対42.6%と拮抗してきている。こ
うした状況を考えあわせるとKBSのテレビ視
聴全体でのシェアは30%弱程度と推計される。

KBSの財源は，受信料と広告収入の2 本
柱であり，受信料額は1981年から月額 2,500
ウォン（約320円）に据え置かれたままとなっ
ている。事業収入は1兆 4,023 億ウォン（約
1,780 億円，06 年度），職員数は5,330人（07
年10月現在）である。ネット向けサービスの
うち，番組配信はKBSのHPを通じた直接配
信のほか，KBSとKT（コリアテレコム）の共
同出資会社であるKBSi（KBSインターネット）
も行っており，著作権等の問題がない限り番
組のネット配信に関する特段の制約はない。

 3）日本
図3は日本におけるテレビ視聴シェアを示し

たものである。イギリス，韓国と比較すると，
幾つかの点で放送環境が大きく異なっている
ことが分かる。

第一に，衛星放送やケーブルテレビの多チャン
ネルサービスが一定のシェアを持つイギリスや韓
国と異なり，地上放送のシェアが90%以上と圧
倒的に大きいこと，第二に，地上放送チャンネル

図 2　韓国における地上波とケーブルテレビの視聴シェア推移

※韓国テレビ協会のデータによる
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数がNHKを含め7つと比較的多いこと，そして
第三に，公共放送NHKのテレビ視聴全体にお
けるシェアが第4位の16.5%と英BBC，韓KBS
に比べてかなり小さいことである。これらの諸点
は，日本における多チャンネルサービスの普及率
が相対的に低いこととも関係しているが，いずれ
にせよ地上放送が大きな存在感を持ち，かつ商
業放送，公共放送を含め，有力な放送事業者
が多数存在しているという日本の放送業界の現
況は，イギリス，韓国にはない特徴である。

衛星放送は諸外国と異なりBS放送とCS放
送が存在し，有料多チャンネル放送のスカイ
パーフェクTV!，e2byスカパー !の登録件数
はあわせて約418万件である（07年9月現在）。
またケーブルテレビの加入世帯数は約2,875
万世帯（07年3月現在）である。インターネッ
ト普及率は07年12月現在で 69.9%である8）。

公共放送 NHKは，地上放送ではデジタル，
アナログ各2チャンネル，衛星放送3チャンネル，
ラジオ3チャンネルを保有している。財源は受信
料で広告放送は認められていない。受信料は月
額1,345円（地上・口座振替），職員数は1万
1,248人（07年度），年間予算は6,472億円（08
年度）である。ネット事業に関しては，これまで
放送法によってあくまで附帯業務であると規定
され9），総務省のガイドラインによっても事業規
模の上限（年額10 億円程度）や事業内容等が

規制されてきた。VODサービスは今年4月の放
送法改正によって可能となり，12月からのサー
ビス開始を予定している。しかし現時点（調査
実施時点）では，NHKのネットサービスは英
BBC，韓KBSのそれと比較すると，質・量とも
に極めて限定的なものに留まっていると言える。

  4. 結果

以上のような各国における放送事情，メディ
ア環境の特徴や差異を踏まえつつ，今回の調
査で得られた結果から，主要な点を以下で紹
介・検討していく。

 1）公共放送の視聴者像
最初に今回の調査対象であるインターネット

ユーザーの中で，どのような人がどのように公
共放送を視聴しているのかを見ておく。
公共放送視聴者の分布

図4は，公共放送と商業放送のどちらを多
く見るかについて質問した結果である。なお，
質問文では，「公共放送」という言葉は使用
せず，各国それぞれ「NHK」「KBS」「BBC」
という固有名詞を用いている（以下同様）。

図 4　公共放送か商業放送か

図 3　テレビ視聴シェア（日本）
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「公共放送のほうを多く見る」割合が最も高
いのはイギリスの42%で，以下，韓国（21%），
日本（10%）の順となっている。イギリスと韓
国では「同じくらい見る」をあわせるとそれぞ
れ 83%（英），78%（韓）と多数の人に公共放
送が視聴されているのに対して，日本では「同
じくらい見る」をあわせても32%となってい
る。これは先に見たような各国における放送
環境の違い，特に公共放送のシェアの大小を
反映していると言える。

興味深いのは，「公共放送を多く見る」人の
年層別の分布である（図5）。当研究所では過
去に行った世論調査でも同様の質問をしてい
るが，例えば2006 年に実施した調査では日
本，韓国では高年層ほど「公共放送を多く見
る」人の割合が高い，いわば「右肩上がり型」
の傾向が顕著であった10）。しかしネットユー
ザーを対象にした今回の調査では様相が異
なっている。韓国では30 代に底がある緩やか
な「V字型」，日本では全体的にその割合は
10%前後と高くないが50〜60 代でやや高い
以外，ほぼフラットな分布となっている11）。

受信料を支払う意義

調査では「公共放送の財源である受信料を
支払うことに意義があると思うかどうか」につ
いても質問している。この質問に「そう思う」

「まあそう思う」という肯定的な回答をした人
の年層別分布を示したものが図6である。公
共放送を「多く見る」人の場合と同様，どの
国でも30 代，40 代にやや底がある分布となっ
ている。ネットユーザーにおける公共放送の
視聴と，受信料の支払い意義との間には相関
関係があるものと思われる。

 2）人々の情報空間における公共放送
インターネットの急速な普及・浸透は，人々

の情報行動，ニュース接触行動を大きく変化
させ始めている。今回の調査でもそうした傾
向が顕著に見られた。

調査では，ニュース・情報への接触行動に
ついて，新聞，テレビ，インターネットなど各
メディア毎の接触・利用状況についての質問
と，ネット上のニュース・情報関連サイトの接
触・利用状況の両者について質問している。
ニュース接触行動と公共放送

図7は，「ニュース（=世の中の出来事や動
き）」を知るうえで新聞，テレビ，インターネッ
ト等の各メディアをどのくらい利用しているか，
について質問した結果から，「よく利用してい
る」と回答した人の割合を示したものである。
3か国共通して「よく利用している」割合が最

図 5　公共放送を多く見る人（年層別）

図 6　「受信料支払い意義について」肯定的回答者（年層別）
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も高いのは「インターネット」で，イギリスで
は73%，韓国では93%，日本では80%が「よ
く利用している」と回答している。各国ともに
ニュースを知るうえでインターネットが極めて大
きな役割を果たしていることが分かる。今回
の調査がインターネットユーザーを対象として
いることを差し引いても，インターネットがす
でに人々の日常生活に不可欠なメディアとして
定着していることは明らかである。

一方，ニュースを知るうえで公共放送を「よ
く利用している」とする人の割合は国によって
大きな違いがあった。イギリスではインター
ネット（73%）に次いでBBCが 2位（68%）で，
以下，商業放送（47%），新聞（全国紙）（43%），
ラジオ（公共放送）（39%）という順になってい
る。韓国ではインターネット（93%）に次いで2
位が KBSと商業放送の63%，以下，新聞（全
国紙）（50%），専門チャンネル（41%）の順に
なっている。つまり，イギリスにおいても韓国
においても，インターネットに次いで公共放送
が人々のニュース情報源として大きなウェート
を占めている。またイギリスではBBCのラジ
オも比較的高い割合になっている。

これに対し日本では，インターネットに次い
で2位は商業放送の76%で，以下，新聞（全
国紙）（41%），NHK（37%），新聞（地方紙）

（23%）の順となっており，公共放送 NHKの
ニュース源としての存在感は英・韓に比べ相
対的に小さい12）。日本における商業放送（民
放）の視聴シェアが大きいこと，また民放各
局が競ってニュース・報道番組を放送している
こと等の事情が背景にあることは言うまでも
ないが，公共放送が商業放送や新聞（全国
紙）を下回っているのは日本だけである。
インターネットでのニュース接触行動と公共放送

それでは人々はインターネットのどのようなサイ
トからニュース・情報に接触しているのだろうか。
図8は，インターネットで「ニュース（=世

の中の出来事や動き）」を知るときにどのよう
なサイトにどのくらいアクセスするかを質問し
た結果，「よくアクセスする」という割合を示
したものである。ここでも，各国における回
答傾向には大きな差異があった。イギリスで
は1位が BBCのサイト（62%），以下，2位が
Google（49%），3位が新聞（全国紙）（39%）
の順であった。韓国では1位がインターネッ

図 7　ニュース利用メディア（＝「よく利用している」） 図 8　ニュースを知るときによくアクセスするサイト（複数回答）
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トポータルサイトの「ネイバー」で80%，2位
も同じくポータルサイトの「ダウム」で59%，
KBSは11%で 7位であった。日本では1位が
Yahoo!で84%，以下，新聞（全国紙）（30%），
Google（26%）の順となっており，NHKは6%
で10 位であった。

このように日本や韓国ではポータルサイトの
割合が高いのに対して，イギリスではBBCが
際立っている。BBCのニュース情報源として
のブランドや信頼性などがインターネット空間
においても大きな力を発揮していると考えられ
る。逆に韓国では，先に見たように（図7），
各メディアの中でのKBSのニュース情報源と
してのウェートは高いにもかかわらず，ネット上
での存在感は小さくなっている。また日本で
は各メディアの中でのウェートも，またネット上
での存在感も低い。
公共放送の“話題喚起力”

実際に視聴・利用されているかどうかだけ
でなく，人々の会話において「話題」に上って
いるかどうかもメディアとしての存在感の構成
に深く関わっているように思われる。そこで，
今回の調査では新聞やテレビなど各メディア
の記事や番組について，「他の人（家族，友人，
知人）と話題にすることがあるかどうか」につ
いて質問した。
図9はこの質問で，各メディアについて「よ

く話題にする」という回答者の割合を示した
ものである。イギリスでは1位がテレビ番組

（BBC）の42%，以下，インターネット（35%），
テレビ番組（商業放送）（33%），新聞記事（全
国紙）（27%）の順であった。韓国ではインター
ネット（68%），テレビ番組（KBS）（38%），テ
レビ番組（商業放送）（37%），新聞記事（全
国紙）（23%）の順となっている。日本では1

位がテレビ番組（商業放送）の33%で，以下，
雑誌記事（31%），テレビ番組（NHK）と新
聞記事（全国紙）が 12%で続いている。日本
の特徴として挙げられるのは，①雑誌が人々
の話題に上る割合が高い，②雑誌を除くほと
んどのメディアで，イギリスや韓国と比べ話題
にされる割合が低い，③公共放送 NHKが話
題に上る割合が BBCやKBSと比べ低い，と
いった点である。

 3）公共放送の HP の利用動向
次に，公共放送のHPの利用実態や利用意

向，満足度などについての質問結果を見ていく。
アクセス状況

図10は，公共放送のHPにどのくらいの
頻度でアクセスするかを質問した結果である。
頻度が最も高いのはBBCで，「週4〜5回以
上」が42%，「週1〜3回程度」（34%）を加え
ると76%に達する。韓国KBSでは「週4〜5
回以上」が 10%，「週1〜3回程度」（27%）を
合わせると37%である。最も頻度が低いのは
NHKで「週4〜5回以上」（3%），「週1〜3回
程度」（15%）を合わせても18%で，逆に「ほ
とんどアクセスしない」割合が 55%と過半数

図 9　家族，友人，知人との会話で「よく話題にする」
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を超えている。ネット上での公共放送の存在
感の違いを如実に示すこの結果は，無論，各
国の放送事情のほか，BBCやKBSがネット
サービスに関して特段の規制もなく，ニュース
や番組・動画の配信等を積極的に展開してき
たこと，NHKはネット事業を規制されてきた
こと等を反映したものでもある。その意味で，
NHKが今後，番組のVOD展開等を行ってい
く中で，HP へのアクセスがどう変化していく
のか注目される。
公共放送 HP の利用実態

公共放送 HPにアクセスして何をするかにつ
いても国によって違いがある（図11）。日本と
韓国ではある程度共通した傾向が見られ，と
もに「番組内容や出演者などについての情報
を知る」が最も高く（日70%，韓 56%），次
いで「放送予定を知る」（日60%，韓44%），

「ニュースを知る」（日36%，韓41%）という順
になっている。一方，英 BBCでは「ニュース
を知る」が 81%と顕著に高く，「番組内容や出
演者等についての情報を知る」が40%，「放送
予定を知る」が 34%などとなっている。先に
見たように（図 8），インターネット上でのニュー
ス接触行動において，英 BBCが非常に大き

な存在感を持っていることが，こうした結果に
も表れている。

ここで注目されるのは，公共放送のHPで
「ニュースを知る」という人の年層別の分布であ
る。図12のように，イギリスではどの年層でも
ほぼ同じように分布する「フラット型」であるの
に対し，韓国では高年層ほど割合が高い「右
肩上がり型」となっている。一方，日本では
20 代で最も高く，50〜60 代でも高くなってい
る。日本では公共放送 HPで「ニュースを知る」
人の絶対数は多くないものの，韓国と異なり
20〜30 代など比較的若い年層でもその割合

図10　公共放送のHPへのアクセス頻度 図11　公共放送 HPですること

図12　公共放送 HPで「ニュースを知る」人（年層別）
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が高い。この点は，今後のネットサービス展開
を考える際のポイントとなり得るだろう。
満足度

調査では公共放送のHPの内容や仕組みに
対する満足度についても質問したが，「とても
満足している」人の割合が最も高いのは英
BBCで48%であった。日，韓ではそれぞれ
3%，5%と低いが，「まあ満足している」を加
えると日本 66%，韓国 67%である（図13）13）。

公共放送のHPについては，満足，不満足
の理由について，それぞれ自由記述方式で答
えてもらった。ここでは紙幅の都合上，日本
のNHKについてのみ紹介する。NHKのHP
に関する自由記述の数は419 件，うち「満足
の理由」の記述が 281件，「不満足の理由」が
138件だった。主な声として，「満足の理由」
では，「情報を過不足なく入手できる（男・31
歳）」「検索語ランキングやニュース・気象情
報などが充実している（女・15歳）」「トップ
ページで最新のニュースの見出しを確認できる

（男・31歳）」といった意見があった。
一方，「不満足の理由」については，①サイ

トの構造の複雑さや操作性の悪さに関わるも
の，②ニュースや番組サイトの内容をもっと充

実させるべきだという指摘，③その他，に大
別できる。①に属する意見としては，「見たい
番組情報にたどり着くのに手間がかかる（女・
36歳）」「構造が整理されていない。リンク切
れが多い（男・35歳）」など，②では，「民放
に比べて情報量が少ない（女・39歳）」「ニュー
ス記事の内容が要約されすぎていて詳細がわ
からない（男・47歳）」などの指摘があった。
また③「その他」では，「もっと経営情報を公
開すべき（男・42歳）」「視聴者の声を聞こうと
いう姿勢が感じられない（男・36歳）」「もう
少し親しみがある感じだと良い（男・29歳）」
といった声があった。

 4）公共放送による番組の VOD サービス
今回の調査対象のうち，英 BBC，韓KBSは

ともに番組をオンデマンド配信するVODサービ
スを実施している。またNHKも今年12月から
の実施を予定している。調査では，このVOD
サービスの利用実態や利用意向を聞いた。
利用実態（英・韓）と利用意向（日）

BBCは 去 年12月，「iPlayer」と呼 ば れ る
VODサービスの本格運用を開始した。放送後
7日間分の番組をインターネット経由で視聴でき
る（ダウンロードおよびストリーミング）無料サー
ビスで，直後の7週間で1,700万アクセス，一
日平均50万アクセスを集め14），その後も利用者
の順調な増加が伝えられている。また韓国
KBSはすでに1999 年からストリーミングやダウ
ンロード型の番組配信サービスをスタートさせ
ており，KBSのHPから各ジャンルの主要な番
組を無料で視聴できるほか，KBSiというイン
ターネットサービス専門の子会社がドラマやバラ
エティなど人気番組の有料配信も行っている。

こうした BBC，KBS のVOD サービスにつ

図13　公共放送 HPへの満足度
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いての利用実態を質問した結果，VODで番
組を「よく視聴する」「ときどき視聴する」と
いう割 合 は，BBC が 25%，KBS が 36%で
あった。一方，NHK が今年12月にスタート
する予定のVOD サービスを「よく利用すると
思う」「ときどき利用すると思う」という割合
は 58%で，現時点におけるサービスへの期
待度は高い15）。
図14は，BBC，KBS のVOD サービスの

「視聴者」と，NHKの「利用希望者」の年層
別分布を示したものである。BBC が 10 代，
20 代で割合が高く，緩やかな「右肩下がり
型」になっているのに対して，KBSでは 20
代と50 〜 60 代にピークがある。NHKの「利
用希望者」もKBSとほぼ同様の傾向が見ら
れ，若年層においても期待度が高い。

VOD で視聴する番組ジャンル（英・韓）

では人々はVODでどのようなジャンルの番
組を視聴しているのだろうか。図15a・bは，
英 BBC， 韓KBSの 番 組をVODで「 よく視
聴するジャンル」について複数回答で答えても
らった結果である。番組のジャンル分けに関
しては英，韓それぞれの国で一般的に使用さ
れている分類を利用したため，両国の間でカ
テゴリーは一致しないが，傾向としては類似

性が見られる。すなわち，英，韓ともにドラ
マ，娯楽・コメディなどのジャンルの利用の割
合が高く，時事・教養系の番組でも一定の利
用がある。ニュースはともに4位でそれ程利用
の割合は高くない。
VOD で視聴したい番組ジャンル（日本）

一方，NHKの番組をVODで視聴すること
ができるようになった場合にどのような番組ジャ
ンルの視聴を希望するか質問したところ，英，
韓とはやや異なる傾向が見られた（図16）。な
お，日本の番組ジャンルは，当研究所の世
論調査で使用しているものを援用している。
VODによる視聴希望の割合が最も高かった
のは「ニュース・報道」で 66%，以下，「学習・
語学・技能・趣味などの講座番組」（50%），「自
然・歴史・紀行・科学などの一般教養番組」

図14　VOD 視聴者（英・韓国）と
利用希望者（日）の年層別分布

図15a　VODで視聴する番組ジャンル（英・BBC）

図 15b　VODで視聴する番組ジャンル（韓・KBS）
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（50%），「ドラマ」（46%），「生活・実用番組」
（39%），「政治・経済・社会番組」（37%）の
順であった。利用実態と利用意向の違いはあ
るが，イギリス，韓国においては娯楽系のコ
ンテンツの利用の割合が高く，ニュース・報
道の利用の割合が相対的に低い傾向があった
のに対し，日本では「講座番組」や「一般教
養番組」の視聴希望の割合が高い点は，今
後のサービス実施に向けて注目される。

また，視聴希望ジャンルについて年層別
の回答傾向を見ると，どの年層においても

「ニュース・報道」の割合が 60 〜 67%と最も
高くなっており，また「政治・経済・社会番組」
や「ドラマ」も同様に，どの年層でもほぼ同
程度の割合となっていた。一方，「クイズ・ゲー
ム」「バラエティ」「歌・音楽」などの娯楽系の
ジャンルは若年層ほど割合が高く，「講座番
組」「一般教養番組」「生活・実用番組」は中
高年層ほど割合が高くなっていた。

  5. 考察

最後に，これらの結果を踏まえながら，公共
放送のネット展開のあり方を考えていくうえで議論
すべき課題や，今後の調査・研究において主題
化していくべき論点等について整理・検討しておく。

 1）ニュース・情報の回路としての
　　　　　  公共放送の存在感と位置

今回対象とした3か国の公共放送の中で
は，人々の情報行動における存在感において
BBCは際立っていた。特にニュース・情報へ
の接触行動における公共放送の位置につい
ては，BBCは英国内の他のマスメディアとの
比較においても，またインターネット上の他の
ニュース・情報系サイトとの比較においても，
大きな位置を占めている。

BBCには公共放送として世界で最も長い歴
史があり，また政治権力からの独立性を維持
するその姿勢がジャーナリズム機関として多く
のイギリス国民からの信頼と支持を得ている
ことは広く知られている。事業規模それ自体
の大きさに加え，そうしたBBCのブランド力
が放送のみならずインターネット上のニュース・
情報空間においても大きな力を発揮している
ものと考えられる。

一方，韓国KBSは国内の他メディアとの比
較においてはニュース・情報源として大きな存
在感を持つが，ネット上の情報空間においては
ポータルサイトに大きな遅れを取っている。新
聞や商業放送と比べても相対的にKBSを大
きなニュース・情報源としているはずの人々が，
なぜネット上ではKBSではなくポータルサイト
でニュース・情報に接触するのかは興味深い問
題である。またネット上では，ニュース・情報で
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図16　VODで視聴したい番組ジャンル（日本・NHK）
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はなく娯楽系コンテンツが若年層を中心として
幅広く利用・視聴されている点は注目に値する。

図式化するならば，BBCが放送においても
ネットにおいてもニュース・情報の回路として
大きな存在感を保持しているのに対し，KBS
は放送ではニュース・情報の回路として相対
的に大きな位置を占めつつ，ネットにおいては
娯楽系のコンテンツでアクセスを集めていると
いうことになる。放送とインターネットという異
なるメディアをどのように位置づけ，ネット空
間におけるニュース・情報の回路としての公共
放送の役割をどのように考えるのか，より明
確化していく必要があるだろう。

 2）VOD サービスの可能性と公共的意味
現在，世界の多くの公共放送が，番組をオ

ンデマンドで配信するVODサービスを，ネッ
ト戦略の柱に据えつつある。公共放送にとっ
て，VODサービスは単に視聴者へのリーチを
拡大するというだけでなく，受信料や補助金
など公的な資金で制作された番組への視聴・
接触機会をインターネットによって拡大し，番
組を広く社会還元していくという意味・意義が
ある。従ってすでに商業放送や通信事業者が
活発に開拓しているネット上のコンテンツ流通
市場への単純な参入を目指すのではなく，公
共的，公益的なサービス理念に立った事業展
開が必要だと言える。

調査ではBBCやKBSのVODサービスに
ついて，「よく・ときどき視聴している」という
回答がそれぞれ25%，36%と，イギリスや韓
国ではインターネット経由での番組視聴がネッ
トユーザーの日常的な情報行動としてすでに
定着しつつあることが明らかになった。また
NHKについても，VODによる番組視聴が可

能になれば「よく・ときどき利用すると思う」と
いう回答が 58%に上っている。

VODサービスの公共的意味という見地か
ら今回の調査で特に注目すべきなのは，番組
ジャンル別に質問した利用意向の結果である。
VODで視聴したいNHKの番組ジャンルとし
て，「一般教養番組」や「講座番組」が 50%，

「生活・実用番組」が 39%と高い割合になっ
ていた。放送においては教養・教育系の番組
の視聴率は必ずしも高くないが，日本のネット
ユーザーの間ではVODによる視聴の需要が
あること，そして特に40 代や50 〜 60 代の中
高年層でそうした傾向が顕著であることは興
味深い結果である。

教養・教育系の番組は世界の多くの公共放
送がある意味で“得意分野”としてきたジャン
ルでもある。VODサービスにおいても，自ら
の得意分野の番組配信を戦略的な柱の1つに
据えていくことは当然必要になってくるだろう。
また同時に，番組単体の配信のみならず，速
報性やアーカイブ性，各種のメタデータの蓄
積など，インターネットの特性を活用した付加
的なサービスをどう提供していけるかについて
も考えていくべきであろう。

 3）ネット上における
　　　   「公共的な広場」としての HP

世界の公共放送はインターネットをどのよう
に活用するのか，様々な模索を続けている。
その内容はVODサービスや放送アーカイブは
もとより，番組の出演者や内容の詳細に関す
る情報，放送予定などの情報，ネットの双方
向性を利用した掲示板やSNS，番組のDVD
やテキストなどの販売，あるいは財務状況を
始めとする経営情報の広報等，多岐にわたっ
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ている。そして，そうした様々なサービスの入
口，プラットフォームとしての役割を果たして
いるのが HPにほかならない。

今回の調査データが示すように，HP への
アクセス頻度という点でもBBCは突出してお
り，実に回答者の76%が週に1回以上 BBC
のHPにアクセスしている。公共放送が従来
型の「放送」と同様にネット空間においても

「公共的な広場」を設営していく必要があると
考えるならば，人々が日常的にHPにアクセス
する状況を作り出すことは不可欠な基本的前
提となる。さらに，文字通りの「広場」をイン
ターネット空間の中に設営するためには，そ
こでの情報の流れは放送局→視聴者という一
方向的なものだけでなく，視聴者→放送局と
いう方向，そして視聴者相互の活発なコミュ
ニケーションをどう作り出していくかというこ
とも考えられる必要がある16）。その意味では
BBCを始めとして多くのアクセスを集めるHP
がどのように作られ，どのように運営・利用さ
れているのか，ユーザー等へのヒアリングを
含めたより詳細な調査・研究をしていく必要
がある。

 4）公共放送の“話題喚起力”
今回の調査では，人々のコミュニケーショ

ンにおいて公共放送の番組がどの程度「話題
に上っているか」についても着目した。これを
仮に「話題喚起力」と名付けるとすると，こ
の話題喚起力がネット展開を含む公共放送の
今後の事業運営にとって重要な意味を持つ可
能性があるためである。

調査では，家族や友人，知人との会話に
おいて「よく話題にする」という割合は，BBC

（42%）とKBS（38%）がほぼ同程度である一

方，NHKは12%にとどまっていた。あえて単
純比較をすれば NHKの話題喚起力はBBC
やKBSと比べて3分の1程度ということにな
る。しかも重要なことは，この話題喚起力が
テレビ市場における視聴シェア（例えば BBC
は34.3%，NHKは16.5%）を単純に反映して
いるだけではない可能性がある点である。今
回の調査結果では視聴シェアの差以上にBBC
やKBSとNHKの話題喚起の割合に差が出て
いるからだ。

放送の公共的な機能として，放送番組の視
聴が人々の「共有体験（=shared experience）」
を作り出し，それを通じて社会的コミュニケー
ションや連帯が生み出されるという側面が指摘
される17）。話題喚起力は放送のこうした機能
を評価する指標の1つに用いることができる可
能性がある。また話題喚起力は「公共の広場」
を設営する機能を活性化させるうえでも重要な
鍵を握っているように思われる。公共放送が
ネット展開を考える際には，従来の視聴率や
接触率には還元できないこの話題喚起力をど
う向上させるのかという点も考慮されるべきで
あろう。

これまで公共放送は，人々が生活を営むう
えで必要な基本的情報（ニュース・時事情報）
の供給機能，そして社会の構成員の様々な意
見や価値観を反映する「公共的な広場」を設
営する機能，人々の社会的文化的アイデンティ
ティや社会的連帯の生成・維持機能など様々
な役割や使命を期待されてきた。公共放送が
ネット事業を展開していく際，そうした役割や
機能はどう位置づけられるべきなのか。ネット
上でも，これまでの放送同様の機能を担って
いくのか，それともインターネットという新しい
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メディアを活用し，これまでにない新しい役割
を担っていくのか，こうした点に関する多角的
な検討や議論が十分になされないまま，そし
て基本的理念や哲学が明確化されないまま，
世界の公共放送は次 と々本格的なネット事業
に乗り出している。「ネット時代」における公
共放送の機能や役割に関する幅広い角度から
の検討・議論が急がれている。
（なかむらよしこ/よねくらりつ/やまぐちまこと）

注：
1）NHK の VOD サービスは「NHK オンデマンド」

と名付けられ，放送後 7 日以内の番組を配信す
る「見逃したサービス（= キャッチアップサー
ビス）」と過去の番組を配信するアーカイブ型の
サービスの 2 種類で，有料提供される予定

2）本調査は放送文化研究所と山口誠・関西大学社
会学部准教授とが昨年度から共同で進めている
プロジェクト「ブロードバンド時代の公共放送
と視聴者」の一環として実施した

3）韓国の MBC は株式会社であり，法的には商業
放送であるが，政府出資の財団法人が所有して
いることから公共的な放送局（=「公営放送」）
と位置付けられている。さらに EBS という教
育放送専門の公共放送もある。またイギリスに
は Channel4 という非営利放送局がある

4）単純集計結果は紙数の制約もあるため本稿で
は紹介せず，NHK 放送文化研究所の HP に掲
載 す る。HP の URL は http://www.nhk.or.jp/
bunken/

5）各国の放送事情，メディア環境の詳細は NHK
放送文化研究所編『データブック 世界の放送
2008』（NHK 出版）参照

6）Ofcom, Consumer Experience, 2007.11
7）1 ポンド =205 円の換算による
8）総務省「通信利用動向調査（平成 19 年）」の

結果（総務省報道資料・平成 20 年 4 月 18 日）
参照

9）改正前放送法第 9 条第 2 項第 2 号の規定
10）2006 年に日，韓，英，米，仏，独，伊の 7 か

国を対象に行った国際比較調査においても，日・
韓では「右肩上がり型」，英・米では「フラット型」
の年層構成が顕著な特徴であった。同調査の結
果は中村美子・米倉律「デジタル時代における
視聴者の変容と公共放送〜問われるサービスと
その社会的使命〜」NHK 放送文化研究所編『年
報 2007』所収を参照

11）ただし今回の調査回答者がインターネットユー
ザー一般ではないため，通常のインターネット
調査では異なった傾向が出る可能性もある

12）無論，ここでは「ニュース（世の中の出来事や
動き）」という語の受け止め方が問題となる。
ニュースが民放のワイドショーや，インター
ネットのブログ，メールマガジン，SNS 等に
おける情報も含めた広い概念として回答者にお
いて想定されている可能性がある

13）なお NHK の HP である「NHK オンライン」
は今年 3 月にリニューアルしているが，今調査
はリニューアルの直前に実施したものである

14）BBC のプレスリリース , BBC iPlayer growth 
continues as bbc.co.uk records 29%increase（08
年 2 月 20 日）参照

15）ただし日本語版の質問文では NHK が行う予定
の VOD サービスについて，有料・無料，番組
ラインナップ等の詳細は説明していない

16）山口誠「放送とオーディエンスの関係を再考す
る」NHK 放送文化研究所編『放送メディア研究』
5 号（丸善プラネット，2008）所収

17） 例 え ば Brookes, Martin,（2004）“Watching 
Alone-Social capital and public service 
broadcasting”the work foundation


