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なお，今回は，「生活沈滞」因子を最大因子
とするサンプルを「悲観層」，その他の前向きな
因子を最大因子とするサンプルを「楽観層」とし
た2層の分類でも分析を行いたい。「悲観層」の
シェアは全体の35％，「楽観層」のシェアは65％
である。また，悲観的な「生活沈滞」因子が視
聴増大に最も強く影響していることから，視聴
増大層の割合は，「悲観層」では71％，「楽観
層」では58％と，「悲観層」の方がテレビ視聴
が増大する人の割合が大きくなっている（図1）。

「高齢者のテレビ視聴（上）」では，高齢者
のテレビ視聴がなぜ，どのように増大するの
かを考えた。そして，生活観の悲観的な面だ
けでなく，前向きな気持ちによっても，テレビ
視聴の増大が促されることを見出した。すなわ
ち，高齢視聴者は，幸せな人もそうでない人も
テレビを見る量が増大するが，その背景には，
幸せな人は幸せな人なりの，そうでない人はそ
うでない人なりの理由や要因がある，というこ
とであった。

今月号では，テレビ視聴の増大に伴って，視
聴に関わる諸側面や，視聴の周辺事象にどのよ
うな変化や違いが生じてくるのかを中心に分析
する。その場合にも，視聴増大の発生構造を
考えたときと同じように，生活に対して前向き
な人とそうでない人の相違などに注目しながら
分析を進めていきたい。

さて前回は，高齢者が生活や人生に対して
抱く満足感や沈滞感が，アンケート・データの
分析から5つの因子に分かれることを見た。す
なわち，悲観的な面が集約された「生活沈滞」
因子と，4つの前向きな因子，「人生満足」「外
向性」「人間関係良好」「高齢肯定」の各因子で
ある。これら5因子の元となる設問，テレビ視
聴の傾向，高齢者全体におけるシェア，視聴増
大への影響度を表1にまとめた。

高齢者のテレビ視聴（下）
～視聴増大で変わること・変わらないこと～
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表 1　生活観に関する因子

図 1　楽観層と悲観層
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  1. 視聴ジャンルの変化

多くのジャンルをよく見るようになる
高齢になっても視聴が増大していない「非増

大層」と，高齢になって視聴が増大したと自覚し
ている「増大層」とで，ふだんよく視聴している
テレビ番組のジャンルを聞いた設問を比較し，あ
わせて「増大層」については先に述べた「楽観
層」と「悲観層」の分類でも比較した（表2）1）。

集計結果を見て分かるように，「非増大層」
に比べて，ほとんどの番組ジャンルについて「増
大層」の方がよく見ている。そのことはある意
味で当然であるから，むしろ両者で差のないも
の，そして，「増大層」の中でも「楽観層」と「悲
観層」とで違いのあるものに注目したい。

よく見るようにならないジャンル
まず，「増大層」「非増大層」で差が現れな

かったもののうち，「ニュース・報道番組」は両
者ともにほぼ全員がよく見ており，「アニメ・ま
んが」については逆に，ほとんどの人が見てい
ないことから差がなかった。それ以外で両者に
差がなかったのはまず「スポーツ」である。「ス
ポーツ」は，よく見られる番組の高位にあり，
視聴増大前からスポーツ好きの人にはもともと
よく見られており，逆に視聴全体が増大しても
スポーツがそれほど好きではない人は「スポー
ツ」番組の視聴も増えない，ということのようで
ある。なお，「スポーツ」をよく見る人は，男性
では73％，女性では50％と，男女差が大きい。
団塊層の高齢化よる視聴状況への影響は男性

によるものが大きいことを前月号で述
べたが，団塊層の視聴が増大しても

「スポーツ」の視聴比率が増すことは
あまりないと言えそうだ。

その他に視聴増大によって視聴が
増えない番組ジャンルは「学習・語
学などの講座番組」「趣味に関する
講座番組や情報番組」「科学・美術
などの一般教養番組」の3ジャンル，
いずれも高い知的意欲を必要とする
番組である。高齢になり自由時間が
増えても，学習や教養に関する知的
欲求は必ずしも高まるわけではない
ことを示している。なお，同じように
知識教養に関する番組でも「自然や
動物を扱った番組」「歴史や風土など
を扱った番組」や，「紀行番組・旅情
報」などはよく見る人が増えている。
これらは高齢者の知的関心が高まる
分野であることが分かる。

表 2　増大層と非増大層，ジャンル

非増大層 増大層
全体 楽観層 悲観層

サンプル数 334 679 392 238
（%） （%） （%） （%）

ニュース・報道番組 98 99 99 98 
天気予報 94 97 97 97 
政治・経済・社会番組 75 86 86 85 
現代ドラマ 24 43 45 42 
時代劇 24 42 42 42 
海外ドラマ 17 26 28 23 
洋画 31 41 47 30 
邦画 17 34 36 30 
クイズ・ゲーム 34 50 49 50 
落語・漫才などの寄席・演芸もの 29 41 42 37 
笑いやコントなどのバラエティー 22 31 30 31 
歌番組・音楽番組 35 45 50 37 
アニメ・まんが 4 7 6 8 
スポーツ 59 63 62 62 
学習・語学などの講座番組 17 18 21 13 
趣味に関する講座番組や情報番組 38 40 44 32 
自然や動物を扱った番組 52 59 61 58 
歴史や風土などを扱った番組 53 62 64 58 
紀行番組・旅情報 62 70 73 68 
科学・美術などの一般教養番組 37 42 47 34 
健康や病気に関する番組 49 61 63 56 
生活・実用番組 35 50 52 45 
朝や日中のワイドショー 36 52 54 50 
インタビュー番組 22 31 32 27 
通販番組・テレビショッピング 7 13 14 11 

＊網掛けの数字は，非増大層に比べて有意に大きい（有意水準 p<.05）。
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「悲観層」は意欲的な視聴が増えない
次に，「増大層」のうちで「楽観層」と「悲観

層」の違いを見ると，「楽観層」は「増大層」全
体とほぼ同じ傾向であるが，「悲観層」では視
聴増大に伴ってよく見るようになる番組ジャンル
が半減してしまう。「悲観層」が「非増大層」に
比べてよく見るようにならない番組ジャンルは，
主に「海外ドラマ」「洋画」の海外ソフトと，知
識教養系の番組である。後者は文字通り高い
知的欲求を必要とするものであるし，前者につ
いても，身近な環境からは遠いストーリーに対
してある意味で高い興味や関心を必要とするも
のと言えるだろう。

前月号で述べた通り，「悲観層」のテレビ視聴
は「話し相手の代り」であったり「暇つぶし」また
は「音のないさびしさ」を紛らわすような「依存
型のテレビ視聴」になりがちである。そのことが，
意欲的な興味関心を必要とするテレビ視聴を高
めないことにも結びついているものと考えられる。

「増大層」の6割は視聴ジャンルが変化
視聴が増大したと感じている人に，それ以前

に比べて見たい番組ジャンルが変わったかどうか
を聞いた。「変わった」という人が2割弱，「どち
らかと言えば変わった」という人が4割強で，ほ
ぼ6割の人はテレビ視聴が増えるのに伴って見た
い番組ジャンルが変わったと感じている（図2）。

次に，この設問に対する回答とよく見る番組
ジャンルとの間の相関関係を見てみた。見たい
番組が変わったと思う人ほどよく見る傾向のあ
る番組ジャンルを調べるためである（表3）。

その結果，「見たい番組が変わった」という
気持ちと最も相関が強かったのは「学習・語学
などの講座番組」であった。前に見た「増大層」

「非増大層」の比較の場合には，このジャンル
は有意差が現れなかったが，強い知的意欲を
必要とするこの番組ジャンルを見ている人では，

「見たい番組が変わった」という意識がより強く
働いているということである。

この2つの分析結果の違いは，次のように解
釈することが可能であるかもしれない。

学習講座番組は，例えば視聴率などの具体的
データとしてはなかなか数値の拡大は得られない
ジャンルである。それは増大層と非増大層を比
較した表2の分析でも増加が見られないことと一
致する。しかしながら，学習講座番組は，それ
を見ている人それぞれにとって，「見ている」とい
う意識は強く，視聴者の気持ちに及ぼす効果と
しては具体的な数値に現れる以上のものがある，

表 3　ジャンル変化と相関ランキング

図 2　視聴増大後に変化したか

0 20 40 60 80 100%

変わったと
思う

変わらない
と思う

どちらかといえば
変わったと思う

どちらかといえば
変わらないと
思う

18 42 25 15

 相関係数
1 学習･ 語学などの講座番組 .165 （**）
2 お笑いやコントなどのバラエティー .143 （**）
3 生活・実用番組 .141 （**）
4 海外ドラマ .137 （**）
5 インタビュー番組 .136 （**）
6 通販番組・テレビショッピング .109 （**）
7 歌番組・音楽番組 .105 （**）
8 クイズ・ゲーム .099 （*）
9 科学・美術などの一般教養番組 .091 （*）

10 健康や病気に関する番組 .091 （*）
11 政治・経済・社会番組 .089 （*）
12 自然や動物を扱った番組 .087 （*）
13 歴史や風土などを扱った番組 .087 （*）
14 現代ドラマ .077 （*）

**，  *　はぞれぞれ p<.01，p<.05 で有意差あり
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と言えるのではないだろうか。このジャンルの他
にも，「科学・美術」「自然・動物」「歴史・風土」
など，知的意欲を必要とする番組ジャンルが，「見
たい番組が変わった」という気持ちとの相関が認
められる。なお，これを「悲観層」についてだけ
見ても，最も相関が高いのは「学習・語学などの
講座番組」であった。「悲観層」では，このジャ
ンルを見る人は少ないにもかかわらず，その少数
の人 に々とって「見ている」という意識は大変強い
ものがある，ということを示していると思われる。

その他に「見たい番組が変わった」と思う人
ほどよく見るようになった番組は，「お笑いやコン
トなどのバラエティー」「歌・音楽番組」「クイズ・
ゲーム」などの娯楽番組と，「生活・実用番組」「通
販番組・テレビショッピング」「健康や病気に関
する番組」などの実生活に役立つ番組が多い。
なお，「海外ドラマ」については，自由記述など
から，いわゆる「韓流ブーム」の影響が強いと思
われる。また，「インタビュー番組」については，
後に見るように視聴増大によって「生放送」をよ
く見るようになる傾向と関連があるだろう。

  2. よく見るチャンネルの変化
よく見るチャンネルについても，ジャンルと同

様に「非増大層」と「増大層」を比較した（表4

上半分）。
まず，よく知られているように，高齢層には

NHKをよく見る人が多い。アンケートでもよく見
るチャンネルを一つだけ聞いたところ「NHK（総
合）」をあげた人が42％に及ぶ。しかし，視聴増
大に伴ってよく見るようになるのは民放であった。

集計の結果，NHKの総合・教育・衛星を除
くすべてのチャンネルについて，「増大層」は「非
増大層」よりもよく見ている。

さらに，「最もよく見るチャンネル」を一つだけ
選んでもらった結果について視聴増大との関係
を見ると（表4下半分），ほとんどのチャンネルに
ついて2つの層に違いはないが，NHKについて
だけは，「増大層」よりも「非増大層」の方がむ
しろよく見ているという逆転した結果になった。

高齢期の視聴増大によって，民放各局その
他は視聴が増えるが，NHKの各チャンネルに
ついては視聴増加の効果がないという結果に
なった2）。

なお，「悲観層」は視聴するためにわざわざ
契約をしたり別料金を払ったりすることの多い

「その他」のチャンネルについては増加が認め
られない。番組ジャンルについて意欲的な視聴
がなかったことと同様の結果である。

  3. 視聴関連行動などの変化
視聴関連行動の変化

表5にランキングしたのは，「増大層」の本人
が増大によって変わったと感じている視聴関連

表 4　増大層と非増大層のよく見るチャンネル

非増大層 増　大　層
全体 楽観層 悲観層

サンプル数 334 679 392 238
（複数選択） （%） （%） （%） （%）

NHK（総合） 90 89 89 90 
NHK（教育） 52 55 57 50 
NTV 73 85 85 86 
TBS 78 90 89 91 
フジテレビ 75 86 87 85 
テレビ朝日 80 92 93 92 
テレビ東京 68 79 82 76 
NHK 衛星 43 44 51 36 
その他（ケーブルや衛星） 21 31 33 27 

最もよく見るチャンネル
NHK（総合） 47 39 40 40 
NHK（教育） 2 1 2 0 
NTV 11 8 9 6 
TBS 8 10 9 9 
フジテレビ 9 12 10 14 
テレビ朝日 12 16 16 17 
テレビ東京 5 4 4 5 
NHK 衛星 3 4 5 4 

＊網掛けの数字は，非増大層に比べて有意に大きい。
　太字は有意に小さい（信頼率 p<.05）。
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行動などを聞いた設問の結果である。
上位にランキングされた項目は，「好きなもの

ばかり見る」「ひとりで見る」「チャンネルを変え
ることが増えた」など自分本位の視聴態度と，

「見るのが楽しみになった」「テレビ欄をよく見
る」「見て満足する」「見たい番組が増えた」など
視聴による満足である。そして，「以前よりテレ
ビがなくてはならない」と感じている人が多く，
そのようにテレビが生活を支えるような傾向が，
後に述べるように「生放送を見ることが増える」
こととも関連している。

一方，「体を動かすことが減った」「外出が減っ
た」などと感じている人もいるが，少数派に留
まっている。

生活観因子と視聴関連行動
次に，どのような人がどのような視聴関連行

動の増加と関連しているのかを見てみたい。
その前に，視聴関連行動の項目が多数であ

るため，主成分分析により類似のものをまとめ

た。その結果は表6のように，「満足視聴」成分，
「行動低下」成分，「自分中心視聴」成分，「視
聴特化」成分，と名付けられるような4つに分
かれた。

そして，これらの視聴関連行動の4類型と前
月号で見た生活観因子との関係を，回帰分析に
よって調べたのが図3である。図3中において，
各生活観因子が強いほど増える傾向にある視
聴関連行動のパス係数の右上には＊が付与され
ている。また，それぞれの生活観因子との間に
統計的な関連がないものには＊マークがない。

＜人生満足因子は主体的視聴を促す＞

視聴増大によって，「人生満足」因子が強い
ほど現れる視聴関連行動の変化は，最もその
影響が強いのは「地上波が減る」「趣味が広が
る」「見たいチャンネルが変わる」などの「視聴
特化」成分である。次にその半分程度の影響

表 5　視聴関連行動の変化ランキング 表 6　視聴関連行動の変化についての主成分分析

あてはまる計（%）
好きなものばかり見るようになった 75 
テレビを見るのが楽しみになった 73 
ひとりで見ることが増えた 70 
新聞のテレビ欄をよく見るようになった 66 
以前よりテレビがなくてはならないものになった 63 
チャンネルを変えることが増えた 56 
見て満足することが多くなった 55 
見たい番組が増えた 51 
生放送を見ることが増えた 47 
居眠りが増えた 35 
見たいチャンネルが変った 35 
体を動かすことが減った 32 
外出が減った 29 
趣味が広がった 28 
人と話をすることが減った 23 
地上波を見ることが減った 18 

100％＝視聴増大層（N=679）

 
成　分

1 2 3 4
見るのが楽しみになった .895    
満足することが多くなった .883    
なくてはならないものになった .844    
見たい番組が増えた .676    
生放送が増えた .519    
テレビ欄を見るようになった .499    
外出が減った  .897   
体を動かすことが減った  .827   
人と話をすることが減った  .785   
居眠りが増えた  .366 .352  
好きなものばかり見る   .770  
チャンネル変更が増えた   .676  
ひとりで見ることが増えた   .644  
地上波を見ることが減った    .793
趣味が広がった    .686
見たいチャンネルが変った    .444

絶対値 0.3 未満の負荷量は記載していない。
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の強さで「見ることが楽しみ」「満足」「なくては
ならない」「見たい番組が増えた」などの「満足
視聴」成分である。前月号で見た通り，「人生
満足」層はテレビを自由に，存分に楽しむよう
な人々であったが，中でも特に，自分の見たい
ものを主体的に選んで見るような傾向が強まる，
ということが分かった。そして，そのような主

体的な視聴により，テレビ視聴に対してより満
足するような傾向もある。

一方，テレビを見ることが増えることで「外
出が減ったり」「体を動かすことが減ったり」す
ることについては，マイナスの影響関係にあり，

「人生満足」層は視聴増大により「行動低下」す
ることはない。

なお，「好きなものばかり見たり」「チャンネ
ル変更が増えたり」するような「自分中心視聴」
に，「人生満足」因子は関与していない。

＜生活沈滞因子は行動が低下する＞

次に「生活沈滞」因子の場合，視聴増大に
よって最も強く影響が現れるのは「行動低下」
成分である。ちなみに，他の生活観因子のど
れも，「行動低下」にはマイナスの影響関係にあ
り，プラスの影響関係にあるのはこの「生活沈
滞」因子のみである。

つまり，テレビを見ることが増えることによっ
て「外出が減ったり」「体を動かすことが減ったり」

「人と話をすることが減ったり」するような行動の
低下は，「生活沈滞」因子を強く持つ人々におい
てだけで生じるものである。他の前向きな生活
観因子を持つ「楽観層」（高齢者全体の65％に
当たる）では，テレビ視聴の増大によって行動
が低下するような傾向は見られないことになる。

なお，「生活沈滞」因子は，その他に「自分
中心視聴」「視聴特化」にもそれぞれ影響を与
えるが，「満足視聴」には関与していない。

＜外向性因子は行動をむしろ促す＞

番組視聴を「人にすすめたり」「すすめられ
たり」する（前月号参照）ような「外向性」因子
を強く持つ人は，「人と話をすることが減ったり」
するようなことがあるはずはなく，「行動低下」

図 3　生活観因子と視聴関連行動の回帰分析

（係数は標準化解）
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を否定する傾向がある。その他，「人生満足」
因子とほぼ同様である。ただし，この因子は

「自分中心視聴」をやや促す傾向が出ている。

＜人間関係良好因子はテレビを楽しむ＞

「人間関係良好」層には「テレビっ子」が多い
（前月号参照）。その結果，この因子が強いほ
ど，視聴増大によって「見るのが楽しみに」なっ
たり「満足することが多くなる」ような「満足視
聴」成分が増加する。その他，「視聴特化」成
分も若干促される。

＜高齢肯定因子は視聴特化を促す＞

「年をとることもそれなりによいことだ」と感
じるような「高齢肯定」因子は，「人生満足」因
子と同様に，視聴増大により主体的なテレビ視
聴である「視聴特化」成分に最も強く影響する。
ただし，「人生満足」因子と異なり，「満足視聴」
はあまり促さない。

視聴増大で「生放送」が増える構図
前に表5で見たように，視聴増大によって増

加する視聴関連行動のうち，自分本位な視聴
態度や視聴による満足に続いて，やや特徴的
なものに「生放送を見ることが増えた」という項
目があった。このように感じているのは，テレ
ビ視聴が増大した人のほぼ半数に当たる47％
の人々である。

そこで，高齢者が視聴増大によって「生放送
を見ることが増える」ことが，どのような要因に
よるものであるかを，共分散構造分析の手法を
使って探ってみた。その結果，「生放送」の増
加は，前月号でも触れた高齢者の「テレビ依存」
との関連が認められた。その関係を図に表した
のが，図4のパス図である3）。

ここで「依存型テレビ視聴」としたものは，
「音がないとさびしい」「テレビが生活のリズム
を作る」「テレビが話し相手の代わり」などの背
景にある因子であるが，これはすなわち，テレ
ビが家族や友達のような存在として生活の中に
根ざしている様子を表していると見ることもでき
る。アンケートの自由記述にあった「テレビが
友達のように親しみがあり，（まるで）友達と話
し合うよう（78歳女性）」だという言葉が，まさ
しくその状況を表している。

このように，家族や友達の代わりをテレビに
求める気持ちが，自分と同じ時間を共有し，生
身に近いリアルな人間が加工のない自然なリズ
ムで登場する「生放送」に向かわせる，といっ
た事情が図4のパス図に表されている，と言え
るだろう。

ただし，高齢な視聴者が見ることが増えたと
感じている「生放送」は，必ずしも文字通りの

「生」放送とは限らない。表7には，「生放送を
見ることが増えた」という傾向と相関のある「よ
く見る番組ジャンル」を相関関係の強い順に並
べた。

図 4　生放送をよく見る構造
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高齢者が「生放送を見ることが増える」こと
と相関してよく見るようになるジャンルは，「イン
タビュー番組」「落語・漫才などの寄席・演芸も
の」「歌番組・音楽番組」「通販番組・テレビショッ
ピング」「笑いやコントなどのバラエティー」など
であって，いわゆる「生」放送ではない。逆に，
明らかに生放送である「ニュース・報道番組」
は「生放送が増える」ことと相関関係が認めら
れない，という結果になった。

  4. よく見るものの変化
視聴増大でよく見るようになったもの

テレビ視聴が増大した人に，増大後にどのよ
うなものをよく見るようになったのかを聞いた結
果を，比率の高い順に並べたのが表8である。

増大層の92％と，ほぼすべての人がよく見る
ようになったと答えているのが「世の中の出来
事を伝えてくれるもの」であった。加えて上から
10位には「世間の動きに遅れないですむもの」

（65％）がある。高齢になると仕事や諸活動か

らのリタイアなど，色々な意味で社会とのつな
がりが薄れていくので，テレビにも「世の中の
動き」とのつながりを感じさせてくれることを最
も切実に求めていることが窺える。

次いで，「楽しい気分」「感動」「くつろぎ・安
心」，あるいは「心がなごむ・癒されるもの」「美
しいもの」など，心や気持ちを豊かにしたり，
寂しさや悲しさなど心の隙間を埋めてくれるも
のを求める気持ちが強い。そして，「知識・教
養」「役立つ知識」「知らなかったことを教えてく
れる」といった項目はその下位に位置する。

生活観因子とよく見るもの
以上が増大層全体についての変化である。

ところが，これについて5つの生活観因子との
相関をとってみると，各因子による傾向の違い
が大きい。表9に，各因子と相関が強い順に上
位5位までを並べた。

表 7　「生放送をよく見る」とジャンルの相関関係 表 8　視聴増大後によく見るようになったもののランキング
p<.01 で有意差あり

インタビュー番組 .204
落語・漫才などの寄席・演芸もの .203
歌番組・音楽番組 .179
通販番組・テレビショッピング .179
笑いやコントなどのバラエティー .154
クイズ・ゲーム .153
朝や日中のワイドショー .149
政治・経済・社会番組 .132
現代ドラマ .117
スポーツ .117
生活・実用番組 .113
健康や病気に関する番組 .112
邦画 .108
紀行番組・旅情報 .103
歴史や風土などを扱った番組 .101

（50％以上の人が「よく見るようになった」と答えたもの）

あてはまる計（%）

1 世の中の出来事を伝えてくれるものを
よく見るようになった 92

2 楽しい気分になれるものをよく見るようになった 80

3 感動を与えてくれるものをよく見るようになった 76

4 くつろいで安心できるものをよく見るようになった 75

5 知識や教養が身につくものをよく見るようになった 70

6 生活に役立つ知識が得られるものをよく見るようになった 70

7 心がなごむ・癒されるものをよく見るようになった 69

8 知らなかったことを教えてくれるものを見るようになった 68

9 美しいものをよく見るようになった 65

10 世間の動きに遅れないですむものをよく見るようになった 65

11 自分の趣味に役立つものをよく見るようになった 64

12 考えさせられるものをよく見るようになった 58

13 話や人物に共感できるものをよく見るようになった 57

14 生きる力がわいてくる・元気が出る
ものを見るようになった 56

15 生き方の参考になるものをよく見るようになった 50

100％＝視聴増大層（N=679）
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まず，「生活沈滞」因子と相関が強い上位5
位までには，他の因子と共通するものが一つも
ない。加えて，表8に掲げた全体のランキング
の15位（50％以上の人が選択したもの）に含ま
れるものも一つもない。そして，この因子と最
も相関の強い項目は「どうでもいいもの」，次い
で「いやなことを忘れさせてくれるもの」が続く。
やや投げやりになっている様子が垣間見える。
以下，「分かりやすいもの」「懐かしむことがで
きるもの」「ゆったりしたもの」など，あまり頭を
使わずに楽に見られるようなものが上位に並ん
でいる。

それに対して，前向きな気持ちを表す残りの
4つの因子では，それぞれ順位は異なるものの，
上位に位置する項目は共通するものが多く，全
体ランキング（表8）に含まれるものが大半であ
る。特に，「話や人物に共感できるもの」「生き
方の参考になるもの」「感動を与えてくれるもの」
が多くの因子に共通している。

以上，テレビ視聴が増大した高齢者がテレ
ビに求めるものに共通した傾向が認められる一
方，生活や人生などに抱く気持ち（生活観因子）
によって求めるものが異なるという側面も少な
からずある，ということが知られるであろう。

増大後の経年と変化
続けて，増大後に「よく見るようになるもの」

と，視聴増大してからどれほどの年月が経って
いるかを聞いた設問との間の相関係数について
検討を行った（表10）。

ここに現れるのは，視聴増大後，年数が経
つにつれて強くなる変化である。99％水準で有
意差が認められたのは表にある4つである。す
なわち，「参加している気分になれるもの」「懐
かしむことができるもの」「バカ笑いのできるも
の」「話や人物に共感できるもの」。

テレビの視聴量が増大してから年月が経つに
つれて，参加や笑い，共感など，他者とのつな
がりを感じられるものを求める傾向が強くなる。
一方，懐古や笑いの中にふと現実から離れたい
という気持ちも強くなる，というようなことでは
ないだろうか。

表 9　生活観因子とよく見るようになったものの相関（各因子上位 5 位）

表 10　視聴増大後，年数が経つにつれて強くなる変化

人生満足因子 相関
係数 生活沈滞因子 相関

係数 外向性因子 相関
係数

人間関係
良好因子

相関
係数 高齢肯定因子 相関

係数
自分の趣味に
役立つものをよく見る
ようになった

.220 どうでもいいものを
よく見るようになった .220

話や人物に共感できる
ものをよく見るように
なった

.244 くつろいで安心できる
ものをよく見る .174

自分の趣味に
役立つものをよく見る
ようになった

.257

美しいものを
よく見るようになった .196 いやなことを忘れる

ものをよく見る .188 元気が出るものを
見る .212 楽しい気分になれる

ものをよく見る .166
生き方の参考になる
ものをよく見るように
なった

.217

話や人物に共感できる
ものをよく見るように
なった

.185 分かりやすいものを
よく見るようになった .168 感動を与えてくれる

ものをよく見る .208 感動を与えてくれる
ものをよく見る .161

話や人物に共感できる
ものをよく見るように
なった

.213

生き方の参考になる
ものをよく見るように
なった

.179 懐かしむものを
よく見る .162 美しいものを

よく見るようになった .205 癒されるものを
よく見る .160

知識や教養が身につ
くものをよく見るよう
になった

.159

感動を与えてくれる
ものをよく見る .163

ゆったりとしていて
忙しくないものを
よく見るようになった

.154
生き方の参考に
なるものをよく見る
ようになった

.198
自分の趣味に
役立つものをよく見る
ようになった

.159 元気が出るものを
見る .145

（増大後の経年数との相関が認められるもの：p<.01 で有意なもの）

参加している気分になれるものを
よく見るようになった .122

懐かしむものをよく見る .111

バカ笑いのできるものをよく見るようになった .109

話や人物に共感できるものをよく見るようになった .106
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  5. 高齢者の視聴ニーズ
最後は，視聴増大によって生じる変化という

話題から離れて，高齢視聴者がテレビに求める
ニーズを整理し，それらの視聴ニーズと具体的
な番組ジャンルとの関係，視聴ニーズと実際に見
る放送局との関係などについて考えてみたい。

3 つの視聴ニーズ因子
これまでは，視聴が増大することによってよ

く見るようになったもの，という設問を材料にし
て分析してきたが，これらとほぼ同じワーディン
グで，「ふだん，テレビを見て感じること」を対
象者全員に聞いた。例えば，テレビを見ていて

「楽しい気分になれる」ということにあてはまる
かどうか，という類の設問である。

視聴者は，原則として「自分の見たいもの」
を見ていると考えるならば，テレビを見ることに
よって抱く感じは，それがポジティブなもので
あるならば，翻って「そのように感じることを求
めて見ている」と見なしても大きな間違いはない
であろう。そこで，「テレビを見て感じること」と
いう設問についての回答を，以下ではテレビに
対するニーズと考えることとする。

この設問で聞いたことの内容は表11のような
ものであるが，これらの個々の項目はいくつか
の共通の因子から派生したものであると見なし
て，因子分析により整理を行った。その結果，
割合にきれいな形で3つの因子が析出された。

それぞれに関連する項目内容から，3つの因
子は，語呂のよさも加味して，

テレビに
　　知識や情報を求める『知』ニーズ
　　熱中し意欲を求める『意』ニーズ
　　心の安らぎや娯楽を求める『情』ニーズ

すなわち，順序を整えて『知』『情』『意』ニー
ズと名付けた。
『知』ニーズについてはことさら説明の必要も

ないだろう。知識や情報に関するニーズが一括
されたものである。

一方，『情』ニーズと『意』ニーズはいずれも
気持ちや感情に関わる満足を求めるものである
が，別の因子として析出された。『情』ニーズは
テレビに対してより受動的な娯楽や慰安を求め
るものであるのに対して，『意』ニーズはより積
極的に熱中し元気や意欲を求めるような違いが
ある。

表 11　視聴ニーズの因子分析

 因　子
1 2 3

知らなかったことを知ることができる .824   

知識や教養が身につく .816   

実用的な知識が得られる .804   

世の中の出来事や動きを伝えてくれる .750   

自分の趣味に役立つ .597   

世間の動きに遅れないですむ .583   

話のネタを得られる .569   

考えさせられる .499   

話や人物に共感できる .496   

生き方の参考になる .455   

好きな人物やタレントを見られる    

その場に居合わせた気分になれる  .889  

夢中になって我を忘れさせてくれる  .832  

いやなことを忘れさせてくれる  .630  

現実にはできない経験が味わえる  .600  

昔を懐かしむことができる  .590  

元気が出る  .480  

言いたいことを代弁してくれる  .450  

くつろいで安心できる   .926

楽しい気分になれる   .879

感動を与えてくれる   .581

心がなごむ・癒される   .572
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。
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ニーズと視聴ジャンル＝番組は
複数のニーズを求めて見られている

次の表12は，3つの視聴ニーズ因子ごとに，
各ニーズが高まるとどの番組ジャンルがより見ら
れるようになっているのかを，回帰係数の比較
によって表したもので，それぞれ係数の大きい
順に10位までを掲載している。

分析結果を見てまず気付くことは，どのニー
ズであっても上位に来る番組ジャンルはほとん
ど共通していることである。上位5位までを見
ると，順位こそやや異なるが，5つのうち4つま
でが全ニーズで同じジャンルである。すなわち，

「生活・実用番組」「健康や病気に関する番組」
「インタビュー番組」「朝や日中のワイドショー」
である。

この結果はどのように解釈するべきであろう
か。高齢視聴者が多少違うニーズを抱いたとこ
ろで，結局いつも見る番組はそれほど変わらな
い，といった理解も可能であるかもしれないし，
それも事実であるかもしれない。だがそれより
も次のような解釈が可能ではないだろうか。す
なわち，高齢な視聴者がある番組を見ようとす

る時，単一のニーズを満足させることを求める
のではなく，多くの場合は複数のニーズへの満
足を求めている。例えば「生活・実用番組」で
あれば，まず第一には生活・実用情報の取得

（『知』ニーズ）を求めるであろう。しかし，高
齢な視聴者は，その同じ「生活・実用番組」に
夢中にならせてくれたり，元気が出てくるような
こと（『意』ニーズ）も求め，さらに同時に娯楽
的な要素（『情』ニーズ）も求めている。あるい
はまた「笑いやコントのバラエティー」には当然
娯楽を求めるが，同時に夢中になって元気も与
えてほしいし，何らかの情報や知識さえも求め
ている，というわけである。

つまり，高齢視聴者には単機能の番組より
も，複数のニーズを同時に満足させられるよう
な番組が求められている，と解釈できるのでは
ないだろうか。

「分かりやすさ」と『知情意』回路
これまで筆者は，番組改善を目的とするグ

ループインタビューを通してざっと五千人程の
視聴者に話を聞いてきたが，その中で印象強

表 12　視聴ニーズ因子と視聴ジャンル

『知』ニーズ 『意』ニーズ 『情』ニーズ

回帰係数 回帰係数 回帰係数
1 生活・実用番組 .367 生活・実用番組 .338 インタビュー番組 .310
2 健康や病気に関する番組 .361 インタビュー番組 .330 朝や日中のワイドショー .307
3 インタビュー番組 .343 健康や病気に関する番組 .293 笑いやコントなどのバラエティー .281
4 趣味に関する講座番組や情報番組 .271 朝や日中のワイドショー .266 生活・実用番組 .270
5 朝や日中のワイドショー .262 現代ドラマ .262 健康や病気に関する番組 .266
6 科学・美術などの一般教養番組 .228 笑いやコントなどのバラエティー .23 現代ドラマ .260
7 クイズ・ゲーム .223 歌番組・音楽番組 .204 クイズ・ゲーム .252
8 学習・語学などの講座番組 .221 通販番組・テレビショッピング .202 歌番組・音楽番組 .216
9 歌番組・音楽番組 .214 クイズ・ゲーム .201 落語・漫才などの寄席・演芸もの .196

10 笑いやコントなどのバラエティー .205 落語・漫才などの寄席・演芸もの .189 邦画 .185
（係数は標準化解）
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かったことの一つに番組の「分かりやすさ」を
求める声があった。そこで今回のアンケートで
も，「分かりやすいものをよく見るようになった
か」と聞いたのだが，「当てはまる」は38％に留
まった。設問の作り方がよくなかったかもしれ
ない。もっと多くの人が「分かりやすさ」ある
いは「分かりにくさ」の解消を求めているという
実感がある。

番組が「分かりにくい」と言われた場合，そ
の解消は案外一筋縄では行かない。番組の説
明を丁寧にしたり，嚙み砕いたり，複雑なこと
を単純にしたりしても，視聴者はたやすく「分
かりやすい」とは言ってくれない。

番組に「分かりやすさ」を求める視聴者の気
持ちは，高齢者が『知情意』の複数ニーズを番
組に求める状況とよく似ているので，これらを
使うとうまく説明できそうだ。
「分かりにくさ」の原因を図式化すると，その

ことを知るために乗り越えなければならない障
害（難しさ）の高さが，視聴者があらかじめ持っ
ている「知」ニーズによって払ってもよいと思う
努力よりも上回っている，ということである。視
聴者は，何かを知りたいと思っても，それに見
合うだけの努力を払いたいとは思わないもので
ある。それに対して，説明を嚙み砕くというよ
うな対策は，その障害の敷居をなるべく低くし
ようというものだが，敷居はそれほど簡単に低
くはならないし，下げすぎると知ろうとする対象
そのものの魅力を損なうことになりかねない。

視聴者が求める「分かりやすさ」は，障害を
下げる方向であるよりも，視聴者のニーズ自体
を，あらかじめ持っていたものよりも自然と高め
てくれるようなものである。
「分かりやすさ」は，とりあえずは『知』ニー

ズに関わる問題であるに違いない。しかし視

聴者の持つ『知』ニーズはあいまいで，ちょっ
とした障害に萎えてしまうようなものであること
が多い。そこで『知』の領域に留まらず，『知情
意』ニーズを総動員することが求められる。つ
まり，説明を嚙み砕くというより，『情』ニーズ
の娯楽性に訴える。複雑な法律問題を漫才に
する「生活笑百科」などがその一例であろう。
さらに，楽しむだけではなく，夢中になったり，
意欲を持ったりする『意』ニーズに訴える。例
えば，クイズへの挑戦意欲を搔き立てるような
方法も一つであるかもしれない。こうして，『知』
→『情』→『意』と回路が結ばれて，『知情意』
回路が一回転すると，最初脆弱であった『知』
ニーズが自然と高められて，乗り越えられなかっ
た障害を難なく乗り越えられるのである（図5）。

しかし，漫才やクイズが必要なわけではない。
「朝ズバッ！」のみのもんた氏は，その巧みな語
り口の中で，『知情意』回路をフル回転させて
いるものと思われる。
『知』なら『知』，『情』なら『情』，『意』なら

『意』という単一のニーズに訴えるものよりも，
複数のニーズに訴えて，その相乗作用で知らな
いうちに視聴意欲を高められるような番組を，
特に高齢視聴者は望んでいる。

図 5　「知」「情」「意」回路

意

情知
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視聴ニーズとよく見る放送局
最後に，高齢視聴者の視聴ニーズが高まっ

た場合にどの放送局の視聴に促されるか，回
帰係数の比較によって表してみた。下図の意味
は，各ニーズ因子から各局に刺さっている矢印
に，そのニーズが高まるほどその局を見る度合
いに影響する強さを表す係数が付けられてい
る。ただし，これに＊印がないものは，統計的
に有意な影響関係が認められない。

まず，『知』ニーズが高いほどよく見られる放
送局は，係数の大きい順に①TBS，②NTV，
③フジテレビとなり，NHK（総合）は最下位で，
NHKの衛星放送には影響関係が認められない

（図6）。
次に，『情』ニーズについては，①NTV，②

フジテレビ，③TBSの順で，NHK（総合），衛
星放送には影響関係が認められない（図7）。

三つ目の『意』ニーズについては，①TBS，②
NTV，③フジテレビの順で，やはりNHK（総合），
衛星放送には影響関係が認められない（図8）。

高齢な視聴者には，NHKをよく見る人が相
変わらず多い。しかしながら，それは視聴意欲
に裏打ちされているという関係が，今回のアン
ケートでは見出せなかった。NHKは見ておくべ
きだという当為意識や昔からの習慣性などに支
えられている，と考えられるが，NHK支持構
造の詳細な解明は今後の課題としたい。

  6.要約
以上，上下2回に分けて述べてきた，アンケー

ト結果に見る高齢者のテレビ視聴は，主に次の
ような内容であった。

高齢者のテレビ視聴が増大するのには，悲
観的な面，楽観的な面のそれぞれの理由が
あった。高齢者全体としては，悲観的な生活
沈滞感に根ざした「依存型のテレビ視聴」が視
聴増大を促進していると思われるが，そのよう
な「依存型のテレビ視聴」の中からも「テレビ
満喫」と言えるような楽しみや満足感が生まれ

図６　『知』ニーズとよく見る放送局 図７　『情』ニーズとよく見る放送局 図８　『意』ニーズとよく見る放送局
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ている様子が分かった。
視聴増大の発生構造の場合と同様，視聴増

大後の変化も2つの方向があった。その相違
は，視聴ジャンル，視聴関連行動などに見られ
た。楽観層はテレビに対して積極的・意欲的
になる一方，視聴の増大が例えば行動の低下
といったマイナス面に結びつくのは悲観層に限
られていた。

高齢者の視聴ニーズには3つの区別が認め
られたが，実際に視聴している番組には単一
のニーズ満足を求めるよりは，一度に複数の満
足が得られるものを求める傾向が強い。これ
は，筆者が関わってきた数多くのグループイン
タビューの実感とよく一致する。

こうした中で，視聴増大によってよく見るよう
になるのは民放局だけで，NHKには増大分が
割り振られない。高齢者は視聴の増大に伴っ
て諸ニーズも高まるのだが，ニーズの高まりと
NHK視聴との間に因果関係がほとんどない。
高齢者のNHK視聴が拡大しない理由はその
辺にありそうである。

なお，本調査のもう一つの眼目は目前に迫る
団塊層の高齢期突入に備えることであった。団
塊層は，今後4，5年の間に男性を中心とした
爆発的な視聴増大が予想される。ただし，そ
の際に気になるのは，若い時テレビに熱中する
と視聴増大が抑制される，という傾向である。
この点，物心ついた頃すでにテレビがあった世
代では，若い頃テレビに熱中した人が多いとす
るならば，視聴増大現象はこれまでとは異なる
様相を示すようになる可能性が大きい。一方，
グループインタビューによる知見では，現在の
高齢者には，高齢期に差し掛かった頃に，テレ
ビというものに改めて目覚めるいわば「再発見」
とも言うべき体験を経ている様子が見られる。

その大まかな仕組みは，家庭の中で「子供部
屋が出来る」→「子供がテレビを持つ」→「子
供が巣立ち，個室とテレビが残る」→「老夫婦
それぞれが自由に見られるテレビが出来る」→

「夫婦が別々に見たいものを見るようになる」と
いうような流れである。それに対して，今後の
高齢層はもっと早い段階で家庭に複数台のテレ
ビを持っているであろう。こうした点の違いもあ
りそうである。　　         （さいとう けんさく）

注：
1）視聴増大によりどういうことが起こるのか，そ

れを考えるために，ここでは「増大層」と「非
増大層」の比較を行った。2 層の違いは，原因
や背景である場合と，後の変化や結果である場
合があるが，常識的に無理のない限り視聴増大
による変化として分析した。なお，2 層の違い
が増大「による」変化であるとは言えないとし
ても，視聴増大に「伴う」変化であると考える
ことはできる。例えば，非増大層よりも増大層
の方が「ドラマをよく見る」場合，増大層は視
聴量の母数が拡大するのであるから，視聴状況
全体から見れば視聴増大に「伴って」ドラマの
視聴比率も高まることを意味する。団塊層の視
聴増大による影響を考えるような場合には，2
層の比較を見ておくことが必要であろう。

2）アンケートでは，本人の自覚として各チャンネ
ルのうち見ることが「増えたり減ったりした」
と感じているチャンネルがあるかどうかを聞い
た。その結果は，ここで行った 2 つの層の比較
とは逆に，NHK（総合）を見ることが増えた
と答えた人が最も多かった。ただし，そう答え
ている人の 4 分の 3 は NHK をよく見ている人
であり，民放をよく見る人の中では NHK が増
えたと答えた人は最も少なかった。一方，「減っ
た」と答えた人を見ると，民放に比べて NHK
のチャンネルはいずれも見ることが減った人
が多かった。NHK をよく見る人には「非増大
層」が多いため，視聴増大による効果としては，
NHK の視聴拡大に結びつかない，ということ
であると思われる。

3）モデル適合度指数は，GFI ＝ .993，AGFI ＝ .967，
CFI ＝ .998，RMSEA ＝ .073 などとなっている。

（本調査はモニターに対するアンケートである
が，文中・図表中の諸検定は，統計調査の分析手
法を援用したものである。）


