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れないという側面がある。高齢層の実態を知
るためには，グループインタビューにはある種
の限界がある，との考えが強くなり，そのこと
がひとつのきっかけとなって，今回の郵送法に
よるアンケート調査に結びついた。
さてこの質問「人生で今が一番いいときだ」
ということに，あてはまるかどうか。後に述べ
るような条件で募った千人余の60 ～ 70代の
男女は，

あてはまる	 43％
どちらともいえない	 34％
あてはまらない	 23％

と答えた。今が一番いいときだと感じている人
が最も多数派で，この問いに否定的な人は 2
割少々だった。
グループインタビューでも，必ずしもみんなが

「今が一番いいときだ」という表現で答えたわけ
ではない。アンケートでは表1のように，「余生
を楽しんでいる」「自分らしく生きている」など，
いくつかの表現で高齢者が現在の生活や人生
に対して満足感を抱いている様子を聞いた。そ
れぞれの設問に対しては4割から6割程度の人
が「あてはまる」と答えているが，これらのうち
どれかひとつでもあてはまる人を集計してみる
と，実に84％にものぼる人々が何がしかの満足

   
  1. ゆれる心
高齢層のテレビ視聴を調べるために60代，
70代の視聴者を対象とするグループインタ
ビューを行ったことがある。ご高齢の対象者の
話をじっくりと聞くために，5時間におよぶ長時
間設計にしたものであった。そのため，昼食後
の昼休みには気安い質問ができるゆとりが生ま
れた1）。そこでこんな質問を投げかけてみた。
「人生には山があったり谷があったりすると
言いますが，そういう意味で，皆さんは今どん
なときを過ごしているのでしょうか」
それに対する対象者の答えは「人生の中で
今が一番いいときだ」そんな答えがほとんど
だった。これはとても意外だった。
元気で活動的で若々しい高齢者が増えてい
る，という漠然とした印象は持っていたもの
の，中には悩みを抱えて元気のない気持ちに
なっている高齢者がもっと多く含まれているの
ではないかと思っていた。
もっとも，これはグループインタビューの結
果である。グループインタビューに参加すると
なると，特に高齢者の場合，体力的な健康に
加えて精神的な気力の面でもそれなりに健康
な人でなければ，調査そのものに出る気にもな

高齢者のテレビ視聴（上）
～視聴が増大する人・しない人～
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感を抱いているという結果になった。
対して，「憂鬱になる」「何のために生きてい
るのか分からない」など，同じく表1下半分の
ように，現在の生活や人生について沈滞感を
抱いている様子も聞いた。それぞれの設問に
「あてはまる」と答えた人は，多くても3割に満
たない程度だが，満足感と同様にこれらのう
ちどれかひとつでもあてはまる人を集計してみ
ると，何らかの沈滞感を抱いている人は4割を
超えるという結果となった。

以上，アンケートに現れた高齢層の満足感
と沈滞感とをまとめて図示すると，図1のように
なる。すなわち，満足感だけを抱いている人が
ほぼ5割にのぼるのに対して，沈滞感だけを抱
いている人は1割足らずだった。
そして，集計の結果で目を引くのは，満足感
と沈滞感の両方を抱いている人が全体の3割
を超えていること。すなわち3人に1人程度は，
人生や生活に対する満足感と沈滞感とが入り
乱れた，ゆれる心を抱いて生活しているという
ことである。

高齢層は，健康面に加えて，人間関係を含
めた生活環境の諸要素が順調であるうちは，
比較的満足な思いを抱いていると思われるが，
それらのうちのどこかが損なわれることによっ
て，やがて不安や悩みを抱え込むことになる，
といったことも当然多いのであろう。その結果，
図2のグラフに表したように，満足感だけを
抱く人の比率は年齢が上がるに従って低下し，
75歳を超えると，満足・沈滞の両面を心に抱
えた，ゆれる心で生活する人の比率が最も多く
なってくる。

表1　人生・生活に対する満足感・沈滞感 （数値は％）
図1　人生・生活の満足感，沈滞感

図 2　満足感，沈滞感

（次のことにあてはまるか）

＜満足感＞ あてはまる
今は余生を楽しんでいるという感じをもっている 51
若いときよりも今の方が自分らしく生きている 52
求めていたことをだいたい手に入れることができた 45
自分の人生を振り返ってみるとまあ満足といえる 60
自分自身の今の生活に満足している 65
人生の中で今が一番いいときだ 43

＜沈滞感＞
何のために生きているのか分からなくなる
ことがよくある 17

なるべく人に会わないでいたいと思う 5
憂鬱になることが多い 11
近頃悲しい気持ちになることが多い 11
毎日が同じことの繰り返しで退屈だ 11
毎日がなんとなく過ぎていく 26
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  2. 高齢者の長時間視聴を探る

高齢になるとテレビを見る時間が長くなる。
このことは誰もが知っている常識だが，このこ
とについて少々詳しい様相を摑むことを，今回
のアンケート調査の大きな目的とした。
どのような人が，どれくらい，どんな要因で
視聴が増大し，そのことによって何がどう変わ
るのか。アンケート結果をもとに，そういった
ことを今月号と来月号の2回にわたってまとめ
たいと思う。
ところで，高齢者が「テレビばかり」見てい
ることが好意的に語られることは少ない。日が
な一日「テレビ漬け」になっているより，テレビ
を見ること以外に生きがいを持って生活してい
ることが望ましいと，一般に考えられている。
それでは，上で見た高齢層の満足感，沈滞
感とテレビ視聴の増大との関係はどうなってい
るのであろうか。例えば，テレビばかりを見て
いない人の方が生活や人生に対する満足感が
高かったり，逆に，満足感が少ない人ほどテ
レビをたくさん見るという関係があったりする
のであろうか。
後に述べる論点を先取りすると，満足感や
沈滞感とテレビ視聴増大とをクロス集計しても，
その間に有意差のある関係は見出せなかった。
人生や生活に対して満足感を抱くことが幸
せなことであるとするならば，高齢層は幸せで
あってもあまり幸せでなくても，テレビの視聴
量は増大するのである。

     3. 調査概要
今回のアンケート調査の概要を表2にまとめ

た。アンケート対象者は，テレビを持っている，

ということのほかは何も条件を設けていない。た
だし，チャンネルごとの視聴状況を調べることな
どのために1都3県に居住する人を対象とした。

また，調査会社の調査モニターの中から対
象者を選んだことから，いくつかの際立った傾
向が生じた。

大学卒業者	 39％
持ち家率	 86％
																（一戸建て，マンション計）
一人暮らし	 6％

このように，比較的高学歴で，経済的にも家
族環境的にも生活状態の恵まれた人 を々対象と
したアンケート結果であることを断っておく。
本調査はこのように特徴ある傾向を持つサ
ンプルを対象としたアンケート調査であるの
で，個々の設問の集計結果を見るというより
は，設問間，属性間の関係や構造に注目した
分析を中心に見ていくつもりである。
なお，今回の調査で最も肝心なデータであ
る視聴時間量については，世論調査による統
計データとの比較を行っておきたい。図3は今
年の6月に当研究所で実施した視聴率調査に
よる年層別視聴時間量をグラフ化したものであ
る。一方，今回のアンケート調査では1日に何
時間程度テレビ視聴しているか，対象者の意
識レベルで答えてもらった。その結果を同じグ
ラフ上で比較した。

表 2　調査の概要
１. 調査時期：2008 年 2 月16 日（土）～ 24 日（日）
２. 調査方法：郵送法
３. 調査対象： 1都隣接３県に在住の 60 ～79 歳の男女
  ビデオリサーチ社に登録した調査モニターから抽出
４. 調査相手：テレビを所有し，視聴していること
５. 調査有効数（率）：1,013 人（87.3％）

60 ～ 64 歳 65～ 69 歳 70 ～ 74 歳 75～ 79 歳 合計
男性 171 148 124 66 509
女性 169 136 122 77 504
合計 340 284 246 143 1013
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2008年6月　世論調査部全国個人視聴率調査より

（時間）

男性 女性

女性については，世論調査による視聴時間
の結果とほぼ一致する数値となったので，日
本人全体の傾向に近い傾向を示していると考
えてよいだろう。一方，男性については，世論
調査の日記法による結果に比べると，60代，
70代ともに本アンケートの結果は視聴時間が
少なめになっている。特に，男性60代の視聴
時間については，本アンケートのサンプルは日
本人全体に比べてやや少ない傾向がある，と
考えた方がよいかもしれない。それでも，50
代から60代，70代と年代が上がるに従って
視聴時間が増加するという全体傾向について
はほぼ一致している。

	

【調査対象者の年齢について】

通常，「高齢者」という場合，各種の統計デー
タや法律・制度などにおいては65歳を区切りと
するのが一般的であるが，マーケティングなど
では，「シニア」「エルダー」などその対象者を呼
ぶ名称も様々であるのと同様に，年層の区切り
も60歳で区切るものや，50歳以上を対象とす
るものなど，その場合の必要に応じて，必ずし

も一定してはいない。
視聴率に関するデータを集計する場合には60

歳や70歳に区切りをつけることが多いため，今
回のアンケートでも60代と70代とを対象とした。

【設問の形式について】

アンケートでは，設問の各選択肢について，対
象者に「あてはまるかどうか」を聞き，それぞれ

1.		非常にあてはまる
2.		大体あてはまる
3.		ややあてはまる
4.		どちらともいえない
5.		あまりあてはまらない
6.		ほとんどあてはまらない
7.		全くあてはまらない

の7件法で答えてもらうのを基本の形式とした。
ただし，集計上は煩雑になるので，特に断らな
いかぎり，1～3を「あてはまる」，5～ 7を「あ
てはまらない」とまとめて表記することとする。

   

  4. 視聴増大の実態
視聴増大層の比率
高齢者はよくテレビを見るという。それでは，
テレビ視聴が増大している人は60歳以上の高
齢者のどのくらいの割合に及んでいるのか。
視聴の増大には，何時間以上が増大者，そ
れ以下が非増大者，というような境目が存在す
るわけではない。そこで，このアンケートでは
調査対象者本人が「増えた」と感じているかど
うかを重視した。すなわち「あなたは，昔に比
べてテレビを見ることが増えたと感じますか」と
いう問いに「はい」「いいえ」で答えてもらった。

はい	 67％
いいえ	 33％

図 3　男女年層別の視聴時間
（世論調査の結果とアンケートの結果）
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ちょうど2対1の割合に分かれた。以下，こ
の二つの集団を「増大層」「非増大層」と呼ん
で分析の対象としたい。
念のために，増大層は実際に視聴時間が長
く，非増大層は短いのかどうかを見ておきた
い。それぞれの層の視聴時間量を平均すると
次のようになる。

増大層	 5.3 時間
非増大層	 3.5 時間

2つの層の間には，1日あたりほぼ2時間の
差があるという結果になった。
また，何時間ほどテレビを見ていると「増え
た」と感じるのか，それも集計してみた。その
結果，1日に3時間ほど見るようになると「増え
た」と感じる人が半数を超え，4時間以上にな
ると，「増えた」と感じる人が全体平均の67％
を超えてくることが分かった。

何歳くらいから視聴が増大するか
さて，このことは重要である。
今回のアンケートで60～ 64歳を対象に含め
たことの理由の一つは，60歳を超えつつある
団塊の世代の様子を知っておきたかったことで
ある。そして，団塊層がいつごろ「視聴増大
層」に参入してくるか，を予測するためである。
そこで，視聴増大層の比率を年齢ごとに見
てみたい。データの精度としては1歳刻みに集
計するのはかなり無理があるが，参考までに
グラフ化してみたのが図4である。
男女で言えば，女性の場合は60代に入った
ところからすでに視聴増大が始まっており，以
後それほど変化していないと考えられる。一
方，男性の場合は60歳以降，2度ほど視聴が
増大するポイントがあるように見える。
今回の調査は今年のはじめに実施したもの

なので，1947年から1949年にかけて生まれた
とされるいわゆる団塊層は，58歳から60歳丁
度であったことになる。そこで，団塊層の尖兵
「60歳」をグラフで見ると，男性の団塊層です
でに視聴が増大し始めているのはまだ4割に
満たない少数派である。
それが60代の前半の数年間でかなり比率が
高まってくる（1度目の増大ポイント）。ただ，それ
でも増大層の比率は半数を超える程度である。
それが65歳を超えるあたりでまた一段と増
大層の比率が増して，7割前後を占めるように
なってくる（2度目の増大ポイント）。
これには男性60代の，リタイア時期と関連
があるだろう。今回のアンケートでも，男性の
60代前半の人は，フルタイムで働いている人が
57％，パートタイムの27％を加えると，まだ8割
強の人が仕事を持っており，現役からリタイア期
への過渡期にある。そして，60代の前半から後
半にかけてフルタイム就労者が57％→18％と一
気に減っている。こうしたことが，視聴増大層
が増えてくることの背景にあると考えられる。

図 4　視聴増大層の割合　（男女年齢別）
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従って，いわゆる団塊の世代が本格的に視
聴増大層に参入してくるのは，これから数年
後がピークになるであろう。
そのとき，母数の大きいこの世代が視聴増
大層に加わることで，視聴者全体の中での視
聴構造にも少なからぬ変化がもたらされるもの
と予想される。
さらにその後も団塊の世代の影響は続くこと
になる。と言うのは，増大層の中でも年齢が上
がるほど実際に見ている視聴時間が長くなる傾
向があるからである。男性の場合，「視聴が増
大した」と感じている人でも，60代前半では4.4
時間，後半では4.6時間と4時間台だが，70代
になると前半で5.3時間，後半で5.2時間とさ
らに増大してくる。この点も加味すると，団塊
の世代が視聴増大層に参入することによる影響
は，今後10年間ほどに及ぶとも考えられる。
もっとも，これらの事情は主に男性に関する
ことであり，女性についてはすでに視聴増大に
よる変化は始まっているとも言える。つまり団
塊層が視聴増大することによる影響は半分に
留まるということかもしれない。
ただし，男性視聴者の支持が大きいニュー
スや報道番組，野球やゴルフを中心とするス
ポーツ番組，時代劇などの各番組ジャンル，あ
るいは高齢男性の支持者が比較的多いNHK
などのチャンネル。そのような特定の領域では，
予想以上に大きな影響がもたらされる可能性
がある。
この点について，来月号の論点を先取りして
一言だけ言い添えておくと，従来高齢層の支持
が大きいと考えられていた領域で，視聴増大後
は必ずしも従来通りの支持が得られていない。
例えば「テレビを見るのは増えてもNHKの視聴
は増えない」などの意外な結果が出てきている。

     5. 視聴増大の様相
視聴増大の自覚
視聴の増え方については，表3のように，増
え方の速さに関するもの（「突然」～「ゆっくり
と」）に，「いつの間にか」という選択肢を加え
て聞いた。

視聴が増大する速さについては，「ゆっくり
と」が最も多く33％であった。
一方，男女各年層のどの層を見ても，最も多
いのは「いつの間にか」であった。
どうやら視聴増大についての自覚はあまり当
てにならない。つまり，視聴増大のことを覚え
ているとしても，たいていの人にとってそれは
長い期間に起こったことである。加えて，ほぼ
半分の視聴者が，テレビ視聴は「いつの間に
か」増えてきたとしか思っていない。結局，視
聴が増大した当人に聞いたとしても，その様相
について正確な情報を摑むことはそれほど期
待できない，ということになる。

増大した時期
さらに，実際に視聴が増大してからすでに
かなりの時間が経っている場合が多い。

表 3　テレビ視聴の増え方

テレビを見ることの増え方（%）

N（人） 突然 かなり
急に ゆっくりと いつの間にか

全　体 677 2	 15	 33	 50	

男
　
性

男性全体 322 1	 21	 34	 44	
60 代前半 86 1	 21	 31	 47	
60 代後半 96 0	 30	 29	 41	
70 代前半 90 2	 20	 37	 41	
70 代後半 50 2	 8	 40	 50	

女
　
性

女性全体 355 3	 9	 33	 55	
60 代前半 115 4	 14	 33	 49	
60 代後半 95 3	 11	 40	 46	
70 代前半 94 0	 7	 26	 67	
70 代後半 51 2	 0	 33	 65	
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「いつごろからテレビを見る時間が増えたと
感じたか」を聞いた結果をまとめた（表4）。ま
ず，高齢ほど増大してからの年数が経ってい
る。それは当然として，60代の前半でもすで
に3年以上前のことであると答えている人が7
割超に及んでおり，視聴増大の様相を摑むこと
はますます困難なこととなっている。

それでも，「ここ数ヶ月以内」「ここ一年以内」と
答えた人がアンケート対象者の中に40人ほどい
た。この人たちを対象に協力者を募り，ヒアリン
グ調査を実施して，視聴増大について聞けるかぎ
りのことを聞くという調査を今計画している。

自由記述から
アンケートでは「視聴が増えた」と感じてい
る人には，増えた理由や原因について自由記
述を求めた（表5）。ただ，先出のような事情が
あるのであまり実りのある言葉は多くなかった。
まず，男性に関しては，退職やリタイアある
いは仕事の日数や時間が少なくなったことによ
る「自由時間の増加」を挙げる人が圧倒的に
多数で，単調であった。
一方，女性についても最も多いのは，子育

てからの解放，家族人数の減少や夫の退職に
伴う家事の軽減など，やはり「自由時間の増加」
に関わるものであったが，男性に比べるとそれ
以外の様々な要因を挙げる人がずっと多かっ
た。図4で見た通り，女性は男性に比べて，早
くから各年代にわたってテレビ視聴が増大する
傾向があり，それに伴い各人の視聴増大の様
相や要因も多様なものとなっているようだ。
なお，このような男女差から見ても，男性団
塊層の視聴増大は，多くの人に似たようなこと
が一気に起こり，その分だけ特定の領域（番
組ジャンルやチャンネルなど）に集中した影響
を与える，といったものになる可能性が大きい。

表 4　視聴増大の時期

表 5　視聴増大の理由（自由記述の例）

男
　
　
　
　
性

退職してから家にずーっと居る為　（60 歳男）

定年後，夜中の韓国ドラマを良く見る様になった（朝の
心配がないから）。今年１月ハイビジョンTVを購入。世
界各国のドキュメンタリー番組をものすごく観るように
なった。ハイビジョンのキレイさには，もう夢中！（66
歳男）

外出する時間が少なくなったので，家の中にいるのが多
くなったのが理由だと思う　（69 歳男）

夜遅くまで仕事する事がなくなり，自然テレビを見て，
のんびりするようになった　（71 歳男）

定年後，社会に対する緊張や責任ある仕事からの開放感
などからと，時間が出来た　（76 歳男）

時間の余裕が出来た事がまず第一の原因　（78 歳男）

女
　
　
　
　
　
性

子供を育てている時は時間もなく，テレビも一台だった
ので，子供の見るものに合わせて見る程度だったが，時
間のゆとりができ皆自分の部屋に自分のテレビを持つよ
うになり，好きなテレビを見ることができるようになっ
た　（60 歳女）

スカパー・WOWOW・衛星等，チョイスできる番組が増
えた。韓流にはまったせいもある　（60 歳女）

感動を与えてくれる日本のドラマや情報番組が充実して
いるから　（63 歳女）

孫と教育テレビを見る為　（66 歳女）

世の中のことが良くわかるから　（69 歳女）

朝の連続ドラマ，韓国ドラマ，洋画，邦画，再放送され
ている外国のドラマ（コンバット他），娯楽的なもの，演
芸など身近に感じるようになったので　（70 歳女）

テレビが友達の様に親しみがあり，目で見て大変楽しい
ものだったからです。友達と話し合う様になりました　
（73 歳女）

楽しみながら又勉強の為に見ようと積極的に取り組む様
になる。脳トレの為に，又自分の健康維持の為　（77歳女）

目が見えなくなり，趣味の細かいことが出来なくなりテ
レビばかり見る様になった　（78 歳女）

テレビを見る時間が増えた時期	（%）

N
（
人
）

10
年
以
上
前

5
～
9
年
前

3
～
4
年
前

1
～
2
年
前

1
年
以
内

数
ヶ
月
以
内

全　体 676 29	 29	 24	 12	 5	 1	

男
　
性

男性全体 323 26	 31	 24	 13	 5	 0	
60 代前半 86 19	 22	 28	 21	 10	 0	
60 代後半 96 14	 41	 29	 13	 4	 0	
70 代前半 90 30	 37	 22	 10	 1	 0	
70 代後半 51 55	 20	 14	 8	 2	 2	

女
　
性

女性全体 353 31	 28	 24	 11	 5	 2	
60 代前半 115 17	 32	 28	 13	 7	 3	
60 代後半 95 29	 26	 25	 9	 7	 2	
70 代前半 92 36	 29	 22	 12	 1	 0	
70 代後半 51 57	 18	 14	 6	 4	 2	
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     6. 増大のきっかけと複数の要因
  
きっかけとしての自由時間増加
多くの人が自由記述の中に書いている通り，

「自由時間がたっぷりある」と感じている高齢
者が多い。そして，自由時間と視聴増大の関
係を集計すると，図5のように相関関係が認め
られる。つまり，自由時間が多いほどテレビ
視聴は増大する。

ただし，自由時間が増えることは長時間の
テレビ視聴を可能にする条件となったり，実際
に長時間テレビを見るという行動が起こるきっ
かけとはなるだろうが，増えた分の自由時間が
「なぜテレビ視聴に向かうのか」ということを
説明するものではない。
また，自由時間に左右されない人もいる。「自
由時間がたっぷりないのにテレビ視聴が増大
した人」これは対象者全員のうち13％にあた
る。一方「自由時間がたっぷりあるのにテレビ
視聴が増大しない人」は全体の14％。つまり，
自由時間と視聴増大とが相関しない人々がほ
ぼ同数存在している。この点については後にま
た振り返ってみたい。

とにかく，自由時間増は視聴増大のきっか
けではあっても要因ではない。

満足感，沈滞感と視聴増大
その要因が何かを，探ってみたい。
テレビ視聴が増大することの要因として，人
生や生活に対する満足感，あるいは沈滞感，
人生観などがどのように関わっているのか。冒
頭で述べた問題に再び戻ってみたい。
先述した通り，「人生や生活に対する満足
感・沈滞感」と「視聴増大」の関係を見ても
相関関係が見出せない（図6）。

とりあえず，幸せな人もあまり幸せでない人
も，高齢になると等しくテレビ視聴が増大す
る，という格好になっている。
しかしながら，テレビ視聴が増大する要因
や構造まで，両者で共通しているとは考えにく
い。すなわち，幸せな人，あまり幸せでない
人それぞれに，互いに独立な複数の要因が並
存している，ということが考えられる。

  7．高齢者の生活観に関わる因子
アンケート調査では，高齢であることや現在
の生活状況などについての満足感や不足感な
どを20数問にわたって聞いた。これまでの議
論では，その中から満足感，沈滞感など，い

図 6　満足・沈滞感と視聴増大

図 5　自由時間と視聴増大の関係
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くつかずつをピックアップして検討したが，上
で述べたように，視聴増大の背景にあるより
複雑な構造を探るためには，これらの設問を
過不足なく有効に利用して検討を深める必要
があるだろう。
そのために，それらの設問に探索的な因子
分析を行って，高齢者の生活満足感・沈滞感
や価値観などの背景にあるより抽象的な因子
を析出した。その結果が表6である。
表頭に並んだ因子1～ 5は，それぞれとの
関連度を示す数値（負荷量）の大きい各設問
（表側）の特徴から，「人生満足」因子，「生活
沈滞」因子，「外向性」因子，「人間関係良好」
因子，「高齢肯定」因子と名づけた。

5 つの生活観因子
続けて，次のような作業を行った。

以上の作業の結果をまとめたのが表7である。
これら5つの因子は，人生や生活に対する
悲観的な意識が「生活沈滞」因子に集約され，
前向きな意識が残り4つに分化した。以下，表
6・表7に沿って具体的に説明しよう。

表 6　生活観に関する因子分析の結果

① 5つの因子得点を算出し，各サンプルに付与
した

②男女年層（10 歳刻み）のグループごとに 5因
子の得点を平均した

③グループごとに，反応が高い因子，低い因子
を分類し，印をつけた

④サンプルごとに，5因子のうち最も因子得点の
高いものを調べその比率を集計した（シェア）

	
因　　子

1 2 3 4 5
自分自身の今の生活に満足している 1.022 	 	 	 	
自分の人生を振り返ってみるとまあ満足といえる 0.883 	 	 	 	
求めていたことをだいたい手に入れることができた 0.787 	 	 	 	
人生の中で今が一番いいときだ 0.703 	 	 	 	
今は余生を楽しんでいるという感じをもっている 0.466 	 	 	 0.324
長生きしたい 	 	 	 	 	
憂鬱（ゆううつ）になることが多い 	 0.848 	 	 	
近頃悲しい気持ちになることが多い 	 0.839 	 	 	
毎日が同じことの繰り返しで退屈だ 	 0.741 	 	 	
何のために生きているのか分からなくなることがよくある 	 0.648 	 	 	
毎日がなんとなく過ぎていく 	 0.602 	 	 	
なるべく人に会わないでいたいと思う 	 0.536 -0.313 	 	
知らない人と知り合いになるチャンスは生かす 	 	 0.907 	 	
自分から進んで友達をつくることが多い 	 	 0.877 	 	
私は外出好きの人間である 	 	 0.546 	 	
おしゃれや身だしなみには気を配っている 	 	 0.450 	 	
実際の年齢よりも若いと感じている 	 	 	 	 	
私には頼りにできる人たちがいる 	 	 	 0.912 	
私には私を本当に理解してくれる人たちがいる 	 	 	 0.895 	
私はひとりぼっちではない 	 	 	 0.540 	
年をとることは若いときに考えていたよりよいものだ 	 	 	 	 0.625
若いときよりも今の方が自分らしく生きている 0.315 	 	 	 0.511
年はとりたくないものだ 	 	 	 	 -0.425

因子抽出法 :	最尤法			回転法 :	Kaiser	の正規化を伴うプロマックス法
絶対値 0.3 未満の負荷量は記載していない。負荷量はプロマックス回転後の数値。

人生満足因子

生活沈滞因子

外向性因子

高齢肯定因子

人間関係
良好因子
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＜生活沈滞因子＞

悲観的な面が集約された「生活沈滞」因子
は，関連する設問が論文冒頭の「沈滞感」と
すべて一致した。すなわち「憂鬱になることが
多い」「悲しい気持ちになることが多い」「毎日
が同じことの繰り返しで退屈だ」など，人生や
生活に疲れ厭世的になっている気持ちを示す
要素である。
この「生活沈滞」感は男女年層別に見ると，
表7の中で男60代に－の印がついた。60代の
男性は他の性年層に比べると生活沈滞感がい
くらか低い，ということになる。なお，有意差
はないが，男女とも60代より70代，つまり年
齢が高い方が「生活沈滞」感の数値は高くな
る傾向があるようだ。
また，5つの因子の中で「生活沈滞」感を最も
強く感じている人を「生活沈滞」層とすると，その
比率は33％，対象者のほぼ3人に1人に当たる。

一方，前向きな因子は，「人生満足」「外向
性」「人間関係良好」「高齢肯定」の4つに振り
分けられた。

＜人生満足因子＞

「人生満足」因子も，論文冒頭で選んだ「満
足感」とほぼ一致。すなわち，「今の生活に満
足し」これまでの「人生を振り返り満足し」「求

めていたことをだいたい手に入れ」「今が一番
いいとき」であり，「余生を楽しんでいる」とい
う要素である。「人生満足」感には，男女年層
による偏りがなく，どの層にも満遍なく抱かれ
ている。
そして，「人生満足」感を最も強く感じている
人の比率は，全体の14％である。他の4つに
比べ，「人生満足」層は比較的少数派である。

＜外向性因子＞

「外向性」因子は，「知らない人と知り合い
に」なろうとし，「自分から友達をつくり」「外出
好き」で「おしゃれや身だしなみに気を配って
いる」など，積極的な交友関係，他者との関係
を求める気持ちを示す要素である。
「外向性」因子は，60代，70代とも女性の
反応が高くなっている。一方男性は，60代で
は高くも低くもないが，70代になるとかなり反
応が低くなってくる。言い換えると，「外向性」
因子は，60代から70代に年齢が上がる中で，
男女の開きが極端に大きくなっていく要素で
ある。
これまでに行ってきたグループインタビュー等
から，高齢層，特に女性高齢層に特有のある
種の積極性を感じ取ってきた。高齢以前の50
代の女性の多くは，それまで育児や家事の繁
忙感から「やりたくても出来なかったこと」に手
をつける人が多いのに対して，女性が60代に
なると「今までやったことがないがやってみた
かったこと」に手を染める人が多い，という印
象がある。そして，そのような新たなことを始
めようというとき，それにはたいてい新たな交
友関係も作りたいという気持ちが伴っていた。
男女差の大きい「外向性」因子には，以上
のような背景もあると推測される。

表 7　5 因子の層別傾向と比率
男 女 シェア＊

（％）60 代 70 代 60 代 70 代
人生満足因子 14	
生活沈滞因子 － 33	
外向性因子 － ＋ ＋ 18	
人間関係良好因子 － ＋ 15	
高齢肯定因子 － 13	

＊その因子を各サンプルの最大因子とするものの比率
＋は有意に高く，－は有意に低い（信頼率 95％）
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「外向性」層は18％で，4つの前向きな因子
の中では一番比率が多い。

＜人間関係良好因子＞

「頼りにできる人がいる」「理解してくれる人
がいる」「ひとりぼっちではない」など，既存の
身近な人間関係に対する安心感を示す要素で
あり，上の「外向性」因子のように積極的な関
係を求めるものとは異なる。因子名は「人間関
係良好」因子と名づけておく。
「人間関係良好」因子は男性で低く，特に
70代は「外向性」因子と同様，かなり低くなっ
ている。一方女性では，逆に70代の反応がす
こぶる高くなっており，70代の男女差は極端
である。
「人間関係良好」層は15％で，他の前向きな
因子とほぼ同じ程度のシェアである。

＜高齢肯定因子＞

「高齢肯定」因子は，先の「人生満足」と似
ているが，別の因子として析出された。「年をと
ることは若いときに考えていたよりよいものだ」
「若いときより今の方が自分らしく生きている」
など，自分が高齢になったことを，それはそれ
として悪いことではないと受け入れるような要
素であり，「年はとりたくないものだ」という設
問に対しては，それを否定する方向に働く。
「高齢肯定」因子は，女性の70代でやや弱
いものの，他の層では満遍なく分布している。
「高齢肯定」層のシェアは13％と，やや小さく
なっている。

以上のような人生や生活の満足感等に関わ
る5つの生活観因子を設定した上で，ここでは
再び視聴増大との関係を見てみたい。

  8.  5 つの生活観因子と視聴増大
要因の多変量解析
そこで，視聴増大に5つの生活観因子のどれ
がどのような強さで影響しているのか，データ
解析手法の助けを借りて算出した2）。
この分析では，視聴増大に影響する因子が
選択され，そして影響の強さがどの程度なのか
が「係数」として示される。
計算の結果，表8のように3つの因子と定数

項が算出され，残り2つの因子は除外された。
視聴増大と影響関係があると認められた3つ

の因子に与えられた係数を見ると，最も強く影
響を与えているのは「生活沈滞」因子であった。
そして「人間関係良好」因子と「高齢肯定」因子
の2つが，それぞれ「生活沈滞」因子のほぼ半
分程度の強さで影響していることが分かった。

すなわち，高齢期には，「憂鬱で」「悲しい
気持ちがして」「毎日が退屈だ」などと感じる「生
活沈滞」因子が強いほどテレビ視聴時間が増
大しやすい，ということ。ただし，これの半分
程度の影響度ながら，「頼れる人」「理解してく
れる人がいる」という安心感因子「人間関係良
好」因子と，「高齢であることもそれなりによい
ことだ」という「高齢肯定」因子，これら2つ
の因子も視聴増大をもたらしている。

表 8　分析の結果（ロジスティック回帰分析）

係数 標準誤差 Wald 有意確率 オッズ値

生活沈滞因子 .348 .087 16.106 .000 1.417

人間関係良好因子 .170 .081 4.439 .035 1.186

高齢肯定因子 .159 .085 3.542 .060 1.173

定数 .695 .069 101.934 .000 2.003

※変数の選択は変数減少法ステップワイズ（尤度比）を行った。
※有意確率は 0.2 以下に設定。
※なお，意味が明瞭になるように，選択肢の大小を逆転して計算を行った。
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もう少し踏み込んだ表現で言えば，高齢者
は，あまり幸せに感じていない人は幸せを感じ
ないなりに，幸せだと感じている人は幸せを感
じるなりに，テレビの視聴が増える。そこには，
悲観的な要因，前向きな要因，それぞれが働
いている，ということになろうか。
ただし，析出された5つの生活観因子のうち，
明らかに前向き志向を示す2因子「人生満足」
因子と「外向性」因子とは，視聴増大に影響し
ない，という結果であった3）。それに対して，視
聴増大に影響していることが分かった「人間関
係良好」因子と「高齢肯定」因子の2つは，必
ずしも前向き志向が強いとは言えない。「人間関
係良好」因子については身近な人に見守られて
いるという「安心感」に，「高齢肯定」因子につ
いては高齢でもいいのだというある種の「諦念」
に，「引きこもっている」という感もなくはない。
そこで，次には上のような生活観の悲観的
な面と関連性が強いと思われる高齢者のテレ
ビ視聴が，マイナス面を埋め合わせするだけ
なのか，テレビを見て「楽しんだり」「満足した
り」するということに繋がっていないのかどう
か，分析してみたい。

  9．5 つの因子と
     テレビ視聴関連行動の関係
その準備作業として，上で見た5つの生活
観因子を軸に，高齢層のテレビ視聴行動やテ
レビ観の傾向を整理しておこう。
アンケートの中でテレビの視聴行動やそれ
に関連する行動，あるいはテレビ観について
54項目にわたって聞いた。それらのデータのう
ち5つの生活観因子との相関関係が強いもの
を表9にまとめた。

「外向性」因子はテレビ視聴も交友のきっかけ
まず視聴増大との影響関係がない「外向性」
因子については，この因子が強いほど「人に
番組を見るようにすすめ」たり，「人にすすめら
れて番組を見る」ことがあり，「テレビで見知っ
た料理や手芸，園芸などをやって」みたり，テ
レビで見た「土地」や「店や観光地」や「映画
や催し」に出かけて行く傾向が強い。
新たな交友関係を積極的に求める高齢者
は，視聴が増大することこそないものの，普段
のテレビ視聴を交友のきっかけや機会に利用し
ている様子を知ることができる。

「人生満足」因子はテレビも楽しむ
同様に視聴増大との影響関係がない「人生
満足」因子は，「見たい番組だけ」見たり，「見
ないときはテレビを消し」たり，「見たい番組
が決まって」いたりと，主体的なテレビ行動に
結びつき，「家ではいつもついて」いることや，
「音がないとさびしい」という気持ちが少ない。
それでも「好きなだけ見られる受信機」は持っ
ていて，「テレビを見過ぎだ」などと思い悩むこ
ともない。そして，「テレビを見るより外出した
方がいいと考え」「テレビで見た土地に旅行に
行って」しまう。
この因子は，やはり視聴増大に影響はしな
いものの，自由存分にテレビを楽しんでいる様
子を知ることができる。

「高齢肯定」因子は高齢者の平均像
視聴を増大させる因子のうち，「高齢肯定」
因子と相関が強い項目は，上の「人生満足」
因子とよく似ている。すなわち，「テレビで見
た土地」や「映画や催し」に行き，テレビは「見
たい番組だけ」見て，「見ないときは消して」し
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まう。ただ，この因子と相関するテレビ関連行
動やテレビ観はごく少なく，高齢層一般の平
均像に近い。

「人間関係良好」因子は「テレビっ子」
視聴増大に影響するもう一つのプラス因子

「人間関係良好」因子と相関するテレビ行動・テ

レビ観を見ると，一口で言って「テレビっ子」と
いうものにあたるようだ。「テレビを見るのが楽
しく」「テレビ好き」で「待ち遠しい番組」「見る
ことが決まっている番組」がある。テレビは「役
立つ」と思っているし「物知りになる」と思ってい
るから，「テレビが安っぽい」とか「テレビの見
すぎはバカになる」などとは思わない。テレビで

表 9　5つの生活観因子とテレビ行動・テレビ感の相関関係
（各因子と信頼率 99％で有意なもののうち，それぞれ相関係数の上位 20 までをランキングしたもの）

＜人生満足因子＞との相関 相関係数 ＜生活沈滞因子＞との相関 相関係数
見たい番組だけ見る .132 テレビは話し相手の代りになる .251
テレビで見た土地に旅行に行く .128 テレビは暇つぶしだ .228
見ないときは消す .120 音がないとさびしい .212
家ではいつもついている －.106 テレビは安っぽい .206
音がないとさびしい －.104 見ることが急に増えた .181
見たい番組は決まっている .103 テレビを見すぎだと感じる .179
テレビを見すぎだと感じる －.092 テレビはボケ防止になる .171
好きなだけ見られる受信機がある .092 自分向け番組が少ない .162
テレビを見るより外出した方がいいと思う .090 見ながら居眠りする .162
見ていないときも消さない －.084 外出でもつけっぱなし .146

テレビはくだらないものだ .140
コマーシャルを見てつい買う .140

＜高齢肯定因子＞との相関 相関係数 家ではいつもついている .134
テレビで見た土地に旅行に行く .128 見たい番組だけ見る －.131
見たい番組だけ見る .107 昔の再放送をよく見る .127
テレビで紹介された映画や催しに行く .099 見ないときは消す －.121
見ないときは消す .086 見ていないときも消さない .097

テレビの見すぎはバカになる .096
テレビは生活のリズムを作る .095

＜外向性因子＞との相関 相関係数 テレビなしには暮らしていけない .093
番組を人にすすめる .196
料理や手芸，園芸をやってみる .183 ＜人間関係良好因子＞との相関 相関係数
テレビで見た土地に旅行に行く .177 テレビを見るのは楽しい .169
テレビで見た店や観光地へ出かける .175 待ち遠しい番組がある .156
紹介された映画や催しに行く .170 テレビは役立つ .155
人にすすめられた番組を見る .157 見たい番組は決まっている .153
待ち遠しい番組がある .153 テレビは好きだ .150
テレビで見たことを話題にする .151 テレビは安っぽい －.149
テレビを見るより外出した方がいいと思う .147 料理や手芸，園芸をやってみる .145
テレビで見た健康法などをやってみる .137 テレビの議論に自分も一言言いたい .137
テレビを見るのは楽しい .136 テレビは物知りになる .124
テレビに合わせて体操する .131 テレビで見たことを話題にする .111
テレビ講座をテキストを見ながら見る .124 テレビはくだらないものだ －.107
見たい番組は決まっている .120 テレビで見た健康法などをやってみる .104
見たい番組だけ見る .116 テレビを見ない日はない .100
新番組はとりあえず見る .115 テレビなしには暮らしていけない .099
テレビは安っぽい －.109 最近のテレビには満足している .098
テレビの議論に自分も一言言いたい .109 番組を人にすすめる .098
テレビは好きだ .100 テレビの見すぎはバカになる －.096
つまらないとチャンネルを変える .100 テレビ講座をテキストを見ながら見る .095

テレビは生活のリズムを作る .094
テレビに合わせて体操する .092
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テレビが生活の
リズムを作る

テレビの音が
ないとさびしい

テレビが話し
相手の代わり

e3

e6 e5 e4

e2 e1

見たい番組が
増えた

見て満足する
ことが多くなった

見るのがより
楽しみになった

ｄ

（係数は標準化解）

.78 .80 .58

.69 .88

.45

.87

テレビ
満喫

依存型
テレビ
視聴

見た「料理や手芸，園芸」または「健康法」な
どをやってみるし，テレビを見ながら「一言言い
たく」なるし，「テレビで見たことを人と話題に」
したりもする。その結果，「テレビを見ない日は」
なく，「テレビなしでは暮らせ」ない。それで「近
頃のテレビには満足」しているのである。
自分を見守ってくれる人間関係に恵まれてい
ると感じるこの因子の強い人は，そんな安心
感の中でやや「テレビ漬け」に近い状態になっ
ているのかもしれない。

「生活沈滞」因子はテレビに依存
最後に，マイナスの生活観を集約した「生
活沈滞」因子と相関の強いものを見ると，テ
レビに依存した生活模様が表れているようだ。
テレビは「暇つぶし」に過ぎないし「テレビは
安っぽく」て「くだらない」と思いつつ，テレ
ビが「話し相手の代わり」だし「テレビの音が
ないとさびしい」ものだから「見ることが急に
増えてきた」と感じている。そして自分でも「テ
レビを見すぎ」だと思うけど，「家ではいつもつ
いて」いて「見ないとき」も「居眠り」していて
も「外出」中でもつけっ放しになっている。「テ
レビが生活のリズムを作」り，もはや「なしに
は暮らせない」と感じている。
「生活沈滞」因子の強い人は，こんなテレビ
の見方を通してテレビ視聴量が増大していくの
である。

  10．テレビ依存とテレビ満喫
だからといって，「生活沈滞」因子がテレビ
視聴についての「満足」「楽しみ」「好き」など
とマイナスの相関を示しているわけでもない。
つまり，「不満足でつまらなくて嫌いだ」とは

思っていない。
そこで，「生活沈滞」因子に代表されるような

「依存型のテレビ視聴」と「テレビを楽しむこ
と」との関係を見てみたい。
図7は，依存型テレビ視聴に関する項目と，
視聴増大後のテレビ満喫項目とをピックアップ
してモデル化したパス図である。図の上半分が
「依存型テレビ視聴」，それが下半分の「視聴
増大後のテレビ満喫」にどのような大きさで影
響を与えているかを見たものである。

分析の結果，「依存型テレビ視聴」から「テ
レビ満喫」への因果関係が認められる。すな
わち，「テレビが話し相手の代わり」であり「テ
レビの音がないとさびし」く，「テレビが生活
のリズムを作」っているような「依存型テレビ
視聴」が，視聴増大後に「見たい番組が増え」
「見て満足」し「見るのがより楽しみになる」よ
うな「テレビ満喫」につながっていく，という
流れがある4）。
なおこのパス図は，モデルがデータを説明す
る度合いを示すモデル適合度は概ね良好で，
実態を十分説明していると判断される5）。

図 7　依存型テレビ視聴とテレビ満喫
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因子

若年熱中 中年熱中
若い頃テレビに夢中になった 0.894 	
若い頃，熱中していた番組がある 0.841 	
若い頃テレビはなくてはならないもの 0.809 	
20 ～ 30 代の頃テレビは面白かった 0.576 	
20 ～ 30 代の頃テレビをよく見た 0.538 	
若い頃テレビは家族に合わせた 	 	
50 代の頃テレビをよく見た 	 0.875
40 代の頃テレビをよく見た 	 0.773
50 代の頃テレビは面白かった 	 0.683
40 代の頃テレビは面白かった 	 0.591
因子抽出法：最尤法		回転法：Kaiser の正規化を伴うプロマックス法
絶対値 0.3 未満の負荷量は記載していない。
負荷量はプロマックス回転後の数値。

  11.  若年・中年期テレビ視聴と
        視聴増大の関係
高齢者は若い頃テレビに熱中しなかった
現在の高齢層は，生まれたときにすでにテレ

ビがあった若い人 と々違い，人生が始まった後で
テレビがやって来た人 で々ある。そこで，アンケー
トではテレビとの出会いから若いとき，中年のと
きのテレビ視聴度合い・熱中度について尋ねた。
というのは，高齢層のグループインタビュー
を行ったとき，若い頃のテレビ視聴について聞
いても拍子抜けするほど話の盛り上がりを欠
き，非常に意外な思いをしたということがあっ
たからである。
その結果，20 ～ 30代の頃にテレビを「よく
見た＋かなり見た」と答えた人は29％，40代だ
と28％，それが50代には41％，60代で68％
（60代については，現在70代の人だけに聞い
た）というように，中高年になってからの方がよ
く見ている。
「若い頃，熱中していた番組がある」のは
46％と半数近いが，若い頃に「テレビはなくて
はならないものだった」という人だと35％，そ
の結果「若い頃，テレビに夢中になった時期が
ある」とテレビ全体についての熱中度を聞いた
設問では，「あてはまる」のは32％。これは「や
やあてはまる」も含んだ数字なので「非常に＋大
体あてはまる」のレベルで見ると，若い頃にテレ
ビに夢中になった高齢者は15％に過ぎない。
現在の高齢層は，若い頃にあまりテレビに熱
中しなかった人が多い。

若年期テレビ熱中者は視聴増大しない
これらの設問に因子分析を行い，若い頃に
テレビをよく見て夢中になった「若年熱中」因子

と，中年の頃にテレビをよく見た「中年熱中」因
子とを抽出し（表10），それらと高齢期の視聴
増大との関係を調べてみた。その結果が図8で
ある。

図を見ると，「若年熱中」から「視聴増大」に
向かう矢印（A）にはマイナスの係数がついて
いる。つまり，若いときにテレビに熱中すると，
高齢期の視聴増大が抑制されることを意味す
る。一方，「中年熱中」からの矢印（B）の係数
はプラスの数値を示しており，中年になってテ
レビをよく見るようになった人はその度合いが大
きいほど，高齢期にさらに視聴増大する傾向が
強いことを示している。

表10　若年熱中因子と中年熱中因子

図 8　若・中年期のテレビ視聴と視聴増大

e1

C

A

.514

.626

若年熱中

中年熱中

視聴増大
B
.229

-.651

-.751
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ただし，「若年熱中」から「中年熱中」に向
かう矢印（C）にもプラス係数がある。これは，
若いときにテレビに熱中すると中年になっても
テレビをよく見る傾向がある，ということであ
る。つまり，若いときのテレビ熱中度は全体と
して高齢期の視聴増大を抑える傾向があるの
だが，中年になってもテレビをよく見続けた場
合には高齢期の視聴増大が起こるということ
を意味する。

  12.  自由時間があるのに
         増大しない人
この論文の副題は「視聴が増大する人・し
ない人」であった。しかし内容はほとんど「増
大層」の分析に終始してきた。そこで，最後
は視聴が増大しない人に注目してみたい。こ
れから高齢期を迎えようという人の中には，テ
レビを見るばかりの老後を送りたくはないと考
えている人も多いだろうから，どんな場合に「テ
レビ漬け」にならずに済むのか，そのための参
考にもなるだろう。
「6.	増大のきっかけと複数の要因」で見た通
り，アンケートに答えた高齢者の中に，「自由時
間があるのに視聴が増大しない人」が14％あっ
た。それがどんな人たちなのか，有意差が認
められた項目をピックアップして列挙しておく。
・	テレビを話相手の代わりにしない
・	テレビが家族の団欒に役立ってはいない
・	テレビを生活のリズムにしない
・	若い頃にテレビに熱中した
・	若い頃テレビはなくてはならないものだった
・	若い頃より今の方が自分らしく生きている
・	今の生活に満足している
・	自分の趣味に満足している

・	自分の「やる気」に満足している
・	株をやっている
・	ラジオをよく聞く
・	民放をあまり見ない
・	NHKをよく見る
以上のような傾向を示す人は，自由時間が
あっても視聴があまり増加しないようだ。

来月号では視聴が増大することによって，視
聴ジャンル，視聴関連行動，視聴ニーズ，支持
局などがどのように変わるのかについて分析し
たい，と考えている。

（さいとう けんさく）

注：
1）高齢者を対象とした長時間グループインタ
ビューについてのより詳しい説明は『放送研究
と調査』2006 年 10 月号「高齢者グループイン
タビューの設計」を参照。

2）視聴増大のデータは「増加」「非増加」の 2値
であるので，従属（目的）変数が 2値の場合に
用いられることが知られるロジスティック回帰
分析を，5つの生活観因子を独立（説明）変数
として行った。

3）「人生満足」因子と「外向性」因子の 2つはテレ
ビ視聴を減少させるという効果もないことに注
意。これらの因子の有意確率は下の通りである。

方程式中にない変数

4）この関係を因果関係とは断定できないかもしれ
ない。ここでは，図の下半分が「増大後の変化」
であり「前後関係」があるとの判断から，因果
関係と考えた。

5）モデル適合度指標は，GFI=.983，AGFI=.955，
CFI=.981，RMSEA=.075 などとなっている。

スコア 有意確率

変数 人生満足因子 .012 .912

外向性因子 .009 .924

全体の統計量 .023 .989


