
78 　JULY 2009

究所では今年3月，日本，韓国，イギリスの3
か国を対象とした国際比較ウェブ調査を実施し
た。以下では，その結果の概要を報告しなが
ら，人々のコミュニケーションと公共放送との関
係性の現状や課題等について考察する。

 ２．調査の概要

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：	2009年3月17日～27日
○調 査 方 法：	ウェブ調査
○調 査 相 手：	ウェブ調査会社の

	 登録モニター各国1,000人
さらに，今回の調査では「過去1週間のあい

だに公共放送のテレビ番組を5分以上視聴した
こと」を回答者の条件とした。これは，日常的
に公共放送を視聴する機会を持つ人の回答傾
向を把握するためである。

ちなみに，この条件を満たした人の割合を
NHKでは「週間接触者率」と呼んでいるが，
最近の調査によればNHK総合テレビの週間接

 １．はじめに

公共放送の主要な役割のひとつに，人々のコ
ミュニケーション空間の中に「公共の広場」を
設営する機能が挙げられる1）。「公共の広場」
は，社会を構成する成員が意見を表明・交換し
あいながら政治的社会的意思形成を行っていく
ための「空間」である。そこでは，社会の多様
性を反映した様 な々放送番組が，一方において
人々のコミュニケーションを媒介・活性化しつ
つ，他方でそうしたコミュニケーションに積極
的に参画していく市民そのものを作り出していく
といった動態的なプロセスが想定されている2）。

こうした「公共の広場」の設営機能にとって，
近年のインターネットの普及やデジタル化，多メ
ディア多チャンネル化の進行は，どのような意
味を持っているのだろうか。メディア環境の急
激な変化の中で公共放送の役割や存在感が相
対的に縮小しつつあることが様 な々形で指摘さ
れるが，実際に人々のコミュニケーション空間
において公共放送の位置や存在感はどう変化し
ているのだろうか。

こうした問題を考える材料を得るため，当研

公共放送は人々にどのように
「話題」にされているか

～「日・韓・英　公共放送と人々 のコミュニケーションに関する国際比較ウェブ調査」から～
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触者率は60.8%である3）。ただし，この数字は
年層によって大きな差があり，中高年層では高
く逆に若年層では低くなっている。今回の結果
は，国民全体を代表するものではなく，あくま
でも公共放送にある程度接触機会を持ってい
る人（かつインターネットユーザー）による回答
傾向だと理解する必要がある。

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上記の条件を満たす人
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人ずつが集まった時点で調査を終了
した。

調査対象国を日本，韓国，イギリスの3か国
としたのは，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（日73.6%，韓71.7%，英65.9%）4），ま
た3か国の主要な公共放送 5），すなわちNHK，
KBS，BBCはいずれも報道，教養・教育・娯
楽など多様なジャンルの番組を総合編成によっ
て提供する，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などによる。

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必要性や満
足度など公共放送に対する意識・評価，③公
共放送のどのような番組をどのように話題にし
ているかなど，人々のコミュニケーションと公共
放送視聴の関係性に関する質問群，という3つ
の要素を中心に構成した。質問数は計33問で
あった 6）。なお，質問文中では原則として「公
共放送」という言葉は用いず，各国それぞれ
の公共放送の固有名詞（日本＝NHK，韓国＝
KBS，イギリス＝BBC）を使っている。

 ３．3 か国の放送事情・メディア環境

調査結果の検討に入る前に今回対象とした3
か国の放送事情，メディア環境，公共放送の
状況について概観しておく7）。

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チャンネルの計5
チャンネルである。地上デジタル放送は，テレ
ビ視聴世帯の約40%にあたる950万世帯が視
聴しており（08年12月現在），約40チャンネル
が放送されている（BBCはテレビ8チャンネル，
ラジオ16チャンネル）。

このほか，衛星放送のBSkyB（デジタル有
料放送）が約600チャンネルを放送しており，
加入世帯は約890万（08年12月現在），ケーブ
ルテレビ加入世帯は330万である。衛星放送や
ケーブルテレビでもBBCをはじめとした地上デ
ジタル放送の同時再送信が行われている。

BBCのテレビ視聴シェアはBBC	1，2の2チャ
ンネルあわせて29.6%で1位，以下ITV（18.4%），
Channel	4（8.2%），Five（5%）の順となってい
る（衛星放送やケーブルテレビなどその他のチャ
ンネルが合計38.8%）8）。このようにイギリスで
は，多チャンネル化の進展の中で地上放送の
シェアがかつてよりも減少してはいるが，公共放
送BBCは，現在もなお相対的には大きなシェア
を保持していることが特徴であると言える9）。

BBCは受信許可料を主要財源とし（08年度
の年額はカラーで139.50ポンド	/	約2万1,000
円），広告放送は禁止されている。07年度の事
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業収入は50億350万ポンド（約7,650億円）で，
職員数は約2万3,000人である。

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
SBSは地域局相互のネットワークにより事実上の
全国放送を展開している。地上テレビは，アナロ
グ，デジタルともにKBSがKBS	1，KBS	2の2チャ
ンネル，EBS，MBC，SBSが各1チャンネルである。
ラジオではKBSが7チャンネル，MBCが3チャン
ネル，EBSが1チャンネル，SBSが2チャンネルの
放送を行っている。

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1,581万世帯（普及率約86%，08年
8月現在）に達している。衛星放送Sky	Lifeの加
入件数は231万である（08年9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放送している。

2008年の地上放送各チャンネルのテレビ視
聴シェアは，KBS	1が14.4%，KBS	2が14%，
MBCが15.7%，SBSが15.2%であった（衛星
放送やケーブルテレビなどその他のチャンネル
があわせて40.7%）10）。KBSは1，2の2つのチャ
ンネルをあわせると28.4%と，他のチャンネル
を大きく上回っており，英BBCと同様に相対的
に大きな存在感を持っていると言える。

KBSは，受信料と広告収入の2本柱で運営
されており，受信料額は1981年から月額2,500
ウォン（約200円）に据え置かれたままとなって
いる。07年度の事業収入は1兆3,301億ウォン

（約1,064億円），職員数は5,257人（07年10月
現在）である。

３）日本
イギリスや韓国と異なり日本では，衛星放送や

ケーブルテレビが普及する中でも地上放送が大き
な視聴シェアを保っている。ただし公共放送NHK
のテレビ視聴シェアは17.3%と相対的に低い。商
業放送5チャンネル11）をあわせたシェアは75.5%
で，衛星放送やケーブルテレビなどその他のチャ
ンネルはあわせて7.5%である12）。こうした点は，公
共放送（BBC，KBS）が大きなシェアを持つイギリ
スや韓国とは大きく事情が異なっている（表1）。

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！とe2byスカパー！の登録件数
はあわせて約416万件である（08年9月現在）。
またケーブルテレビの加入世帯数は約2,196万
世帯（08年3月現在）である。

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
万842人，年間予算は約6,728億円（いずれも
08年度）である。

	

 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，主要な点を以下で分
析・検討する。

地上放送 衛星放送・	
ケーブルテレビなど公共放送 商業放送

日本 17.3 75.5 7.5
韓国 28.4 30.9 40.7
イギリス 29.6 31.6 38.8
　　　　　　　　　							※各国の調査機関のデータから作成

表1　各国のテレビ視聴シェア（08 年） （％）
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１）視聴状況
まず日，韓，英3か国の公共放送（NHK，

KBS，BBC）が，どのように視聴されているの
か，視聴時間や番組ジャンルごとの視聴状況な
どから見ていく。
①公共放送の視聴時間

図1は週末をのぞく平日に，公共放送をどの
くらい視聴するかを質問した結果である。前述
のように，この調査の回答者は「過去1週間の
あいだに5分以上公共放送のテレビ番組を見
た」人達であるが，国によって視聴状況に大き
な違いがある。日本では「30分未満」が35%，

「30分～1時間」が37%と，約7割の人は1時
間以内となっていて短時間視聴者が多い。なお，
国民全体を対象にランダムサンプリングを行っ
た調査においては，国民1人当たりのNHKの
平均視聴時間は1時間6分である13）。一方，イ
ギリスでは1時間半以上視聴する人があわせて
59%，およそ6割に達している。また韓国でも1
時間半以上視聴する人は31%と，3人に1人は
比較的長く公共放送を視聴している。

もちろんこうした結果は，すでに確認したよ
うな各国における公共放送の視聴シェア（NHK
＝約17%，KBS＝約28%，BBC＝約30%）を
ある程度反映していると考えられる。公共放送

の視聴シェアが日本と比べて相対的に高い韓国
やイギリスでは，視聴時間も当然長くなるはず
だからである。
②番組ジャンル別視聴状況

しかし注目すべきことに，単純な視聴時間だ
けでなく，番組ジャンル別の視聴状況において
も各国の間には大きな違いがある。図2は，ふ
だん公共放送のどのような番組を「よく見てい
るか」を質問した結果である。

各国ともに「ニュース・ニュースショー」の割合
が高く，特に日本は80％と3か国の中でも最も
高い。しかし，日本の場合，「ニュース・ニュース
ショー」以外のジャンルの視聴の割合が低くなっ
ている点に特徴がある。3か国で比較すると，
特に「バラエティ番組（お笑い，クイズ，トーク
など）」「ドラマ」という娯楽系番組の分野でイギ
リスや韓国と比べて大きな差がある。全体として

図1　公共放送の視聴時間

図 2　公共放送の番組ジャンル別の視聴状況
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日 韓 英
ニュース・ニュースショー 80	 57	 70	
生活情報番組 24	 26	 53	
ドキュメンタリー 41	 34	 64	
スポーツ番組 24	 20	 39	
ドラマ 29	 54	 65	
バラエティ番組（お笑い，クイズ，
トークなど） 18	 58	 71	

教養・教育番組（語学・芸術・趣
味など） 26	 11	 26	

（％）
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どの番組ジャンルでもバランスよく視聴されてい
るのはイギリスで，最もバランスがとれていない
のが日本である。
③番組ジャンル別視聴状況（公共放送と商業放送）

番組ジャンル別の視聴状況は，公共放送と
商業放送の関係性においても国ごとに異なった
特徴が見られる。図3，4は，日本とイギリスの
状況を示したものである。

これを見ると，日本ではNHKが商業放送を
上回っているのは「ニュース・ニュースショー」「教
養・教育番組（語学・芸術・趣味など）」の2ジャ
ンルのみ，また「ドキュメンタリー」がほぼ同じ
割合で，その他の4ジャンルではすべて商業放

送のほうが割合が高くなっている。特に「バラ
エティ番組」「ドラマ」といった娯楽番組の分野
でその差が大きくなっている。一方，イギリス
では，BBCは「ニュース・ニュースショー」では
商業放送をやや上回っているが，その他のジャ
ンルでは商業放送との間にあまり大きな差がな
い。また，グラフには示していないが，韓国に
おいてもイギリスと同様に，公共放送KBSと
商業放送との間にはほとんど差がない。

このように，日本，韓国，イギリスの3か国
はいずれも公共放送と商業放送の二元体制を取
り，かつ長い歴史を持つ「大きな公共放送」が
存在しているという共通点がある一方で，公共
放送と商業放送との関係性においては大きな
違いがあることが分かる。イギリスや韓国では，
ほとんどすべての番組ジャンルにおいて，公共
放送と商業放送とが拮抗した競争状態になっ
ているのに対して，日本ではNHKと商業放送
の間にはジャンルごとの「競争」よりもジャンル
別の，「すみ分け」とでもいうべき関係性が存在
しているように見える。
④インターネットサービスの利用動向

次に各国の公共放送が近年力を入れている
インターネット向けのサービスの利用動向につい
て見てみよう。
図5は，公共放送のホームページ（以下，

HP）にどのくらいの頻度でアクセスしているか
を聞いた結果である。先に確認したように，日・
韓・英3か国のインターネット普及率はほぼ同程
度である。しかし公共放送HPへのアクセスの
割合には大きな違いがある。日本では「週2回
以上」アクセスする割合は		3%であるのに対し
て，韓国では10%，イギリスでは44%となって
いる。イギリスでは「週1回以上」を合わせると
約6割となり，多くの人が公共放送BBCのHP

図 4　ジャンル別視聴状況（英：BBCと商業放送）

図 3　ジャンル別視聴状況（日本：NHKと商業放送）
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に日常的にアクセスしている様子がうかがえる。
逆に，日本では「ほとんど	/	全くアクセスしな
い」が75%に上っている。
また日，韓，英3か国の公共放送はいずれも

放送済みの番組をネット上でオンデマンド視聴で
きるサービスを行っているが，このVODサービス
の利用状況についても3か国のあいだで大きな
差がある。公共放送のVODサービスを「よく	/	
ときどき利用している」割合は，日本1%，韓国
21%，イギリス44%である（図6）。またVODサー
ビスの存在自体を「知らない」とする割合は，日
本60%，韓国30%，イギリス7%である。

このようにネットサービスの普及という観点
からすれば，利用状況，認知度ともに日本で
は今後に向けた課題が大きいと言える。もちろ

ん，こうした結果には幾つかの留保を付けておく
必要がある。日本の場合，NHKのインターネッ
ト向け事業については，放送法によってあくまでも
「附帯業務」であると規定され，事業規模の上
限（年間10億円程度）や事業内容等が規制さ
れてきたという経緯がある。VODサービスは08
年4月の改正法施行によって初めて可能になり，
サービス（有料）が開始されたのは08年12月で
ある。従って調査実施時点ではサービス開始後，
3か月程度しか経過していない。

一方，BBCは普及当初からインターネットを
重要な伝送路として位置づけ，HPで様々な
サービスを展開してきたほか，07年12月から
は，iPlayerと呼ばれる無料のVODサービスを
スタートさせている。また韓国でも放送事業者
によるインターネット展開には特段の規制等が
存在しなかったため，KBSはHPを通じた番組
の配信サービスのほか，KBSとKT（コリアテ
レコム）の共同出資会社であるKBS	i（KBSイ
ンターネット）などが無料（一部有料）で活発な
VODサービスを行っている。公共放送のHPへ
のアクセスやVODサービスの利用状況・認知
度に大きな差が生じている背景には，こうした
点もあることは踏まえておく必要がある。

２）公共放送に対する評価・意識
調査では公共放送や商業放送の放送内容に

対する評価や，公共放送の満足度や必要度，
公共放送を維持していくために受信料を支払う
意義があるかといった点についても質問してい
る。その中からここでは，放送内容の評価を
中心に取り上げる。
①放送内容への評価

図7は，公共放送の放送内容について，①
「世の中の出来事や動きを正確，公平に伝えて

図 5　公共放送 HPへのアクセス

図 6　VODサービスの利用と認知度
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いる」（＝「情報の正確性・公平性」），②「知識
や考えを深める番組を放送している」（＝「知識
や考えを深める」），③「仕事や生活に役立つ番
組を放送している」（＝「仕事や生活に役立つ」），
④「楽しんだり，リラックスしたりできる番組を
放送している」（＝「楽しむ，リラックス」）という
四つの観点からの評価を聞いた結果である。

これを見ると，「情報の正確性・公平性」で
は「そう思う」「どちらかといえばそう思う」とい
う肯定的評価の割合が，イギリスと日本ではそ
れぞれ82%，75%と高く，韓国では45%と低く
なっている。同様に「知識や考えを深める」「仕
事や生活に役立つ」でもイギリスと日本では評
価が高く，韓国ではやや低くなっている。また，

「楽しむ，リラックス」ではイギリスで82%と評

価が高く，日本では47%にとどまっている。
一方，図8は商業放送について同様の質問を

した結果である。商業放送の「情報の正確性・
公平性」はイギリスと韓国ではそれぞれ79%，
49%と，公共放送のBBCやKBSとほぼ同程度
の割合であるが，日本では39%とNHKと比べ
るとかなり低くなっている。同様に，「知識や考
えを深める」，「仕事や生活に役立つ」でも，イ
ギリスと韓国では公共放送と商業放送の間に
大きな差はないが，日本ではNHKと比較して
かなり低くなっている。そして「楽しむ，リラッ
クス」は，イギリスでは公共放送との間に大き
な差はないが，韓国，日本では公共放送よりも
割合が高く，特にその傾向は日本で顕著である

（NHKの47%に対し，商業放送は79%）。
②若年層で低い放送内容への評価（日本）

注目されるのは，日本における公共放送や商

図 7　公共放送の放送内容への評価

図 8　商業放送の放送内容への評価
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図10　楽しむ，リラックス（日）
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業放送の放送内容についての評価が，特に若
年層で低くなっている点である。
図9，10は，上に見た公共放送および商業

放送の放送内容への評価のうち，「情報の正確
性・公平性」と「楽しむ，リラックス」について「そ
う思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人
の年層別分布を示したものである。「情報の正確
性・公平性」では，NHKは全年層を通じて商
業放送よりも割合がかなり高いが，10代～30代
が71%であるのに対して40代では80%，50～
60代では83%となっており，若年層でやや評価
が低い。この傾向は商業放送においてより顕著
である。10代で35%，20代で29%であるのに
対して，40代では40%，50～60代では51%と
なっており，商業放送の「情報の正確性・公平性」
に対して，特に10代，20代の若年層の評価が
低い。同様に，「楽しむ，リラックス」については，
全年層を通じてNHKは商業放送よりもかなり低
くなっているが，20代では40%と特に低い。一
方，商業放送でも30代の84%，40代の89%に
対して，10代では77％，20代では72%と低い
評価になっている。近年，若年層のテレビ離れ
が指摘されるが，若年層の間では公共放送，商
業放送を問わずテレビの娯楽的側面への評価自
体が低い傾向にあることがうかがえる。

またイギリスと韓国については，グラフを示
していないが，今回の調査で若年層での上記
のような傾向が顕著に見られたのは日本だけ
であった。イギリスでは「情報の正確性・公平
性」，「楽しむ，リラックス」への評価について，
公共放送，商業放送ともに年層間でほとんど
差がなかった。一方，韓国では「情報の正確性・
公平性」への評価は日本同様に若年層でやや
低くなっているが，逆に「楽しむ・リラックス」
では若年層のほうがやや評価が高かった。

③受信料を支払う意義

調査では「公共放送を維持するために受信料
を支払うのは意義があるか」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割合は，日本
40％，韓国36%，イギリス49%と各国ともに半
数以下であった（図11）。このように，インター
ネットユーザーのあいだでは，「過去1週間に5
分以上」公共放送を視聴していることを条件と
した今回の回答者のような人達でも，過半数の
人が受信料の支払いについて肯定的な意識を
持っていない。

ただし，この調査結果は，あくまでも回答
者がネットユーザーに限定されているため，通
常のランダムサンプリングによる世論調査で同
種の質問をした場合よりもやや肯定的回答者の
割合が低くなっている可能性がある。例えば
2006年に当研究所が日，韓，英を含む7か国
を対象に実施した調査（RDD方式による電話
世論調査）では，同じ質問に対して，「そう思
う」「まあそう思う」と回答した人の割合が日本
で66%，韓国で61%，イギリスで64%といず
れの国でも60%を超えていた 14）。

図11　受信料の支払い意義について
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３）公共放送と人々の「話題」
冒頭にも述べたように，公共放送が人々のコ

ミュニケーション空間の中に「公共の広場」を
設営するという役割を担っていくうえでは，番
組が視聴されるかどうかだけでなく，視聴され
た番組が人々の「話題」になっているかという点
も重要になる。そこで，公共放送を含む各種の
メディアをどの程度話題にしているか，また公
共放送や商業放送のどのような番組を話題にす
ることが多いか，などについて質問した。
①公共放送の「話題喚起率」

図12は，新聞やネットなども含む各メディア
について，家族や知人・友人と「よく・ときど
き話題にする」と回答した人の割合を示したも
のである。各国で割合が高いのは，インター
ネット，公共放送（テレビ），商業放送（テレ

ビ）などであるが，日本では最も「話題にする」
のは商業放送（82%）で，以下，インターネッ
ト（76%），新聞（65%），公共放送（60%）の
順になっている。一方，イギリスでは公共放送
とインターネットが82%で1位，以下商業放送

（78%），新聞（69%）の順で，専門チャンネル
も65%と高い。韓国ではインターネット（89%），
公共放送と商業放送が80%，新聞（64%）とい
う順である。

このように見ると，接触の度合いの高いメディ
アが「話題にされる」割合（以下，「話題喚起率」）
も高いという相関関係があることがうかがえる。
従って，例えば視聴シェアが低い日本のNHK
が，視聴シェアの高い商業放送と比べて，また
英BBCや韓KBSと比べて，話題喚起率が低く
なっているのも当然の結果であるように見える。

しかし，視聴シェアと話題喚起率の差を比較
すると（表2），NHKの場合，視聴シェア（17.3%）
に対して話題喚起率（60%）は42.7%上昇する
のに対して，商業放送の上昇率は6.5%にとど
まっている。このことから，NHKは商業放送と
比較すると視聴される割合は高くないが，話題
を喚起する力は相対的に高いと考えることもで
きる。他方で，イギリスや韓国の状況と比較す
ると，BBCの話題喚起率は82%，KBSは80%
と日本の商業放送なみに（82%）高い。そして
視聴シェアと話題喚起率の差も，BBCが52.4%
上昇，KBSが51.6%上昇と，NHKの上昇率

（42.7%）を上回っている。つまりBBCやKBS
は，NHKと比べて単に視聴シェアが高いだけ
でなく，より人々のコミュニケーションの中で話
題を喚起する存在になっていると考えられる。
②公共放送を話題にする人

では，公共放送についてどのような人が家族
や知人・友人と話題にしているのだろうか。図13

図 12　「話題にするメディア」

表 2　公共テレビ，商業テレビについての話題
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は，「よく・ときどき話題にする」人の年層別分布
を示したものである。イギリスや韓国では年層に
よる差があまりなく，10代や20代の若年層でや
やその割合が高くなっている。一方，日本では
10代（50%），20代（52%），30代（58%）に対し，
40代（72%），50～60代（71%）と高い年層ほど
公共放送について話題にする割合が高くなって
いる。言い換えると，NHKの話題喚起率は40
代以上の年層ではBBCやKBSとそん色のない
割合であるが，10 ～ 30代の若年層で大きな差
が生じている。
 ③番組ジャンル別の話題喚起率

こうした話題喚起率の年層別分布の特徴に
関連していると思われるのが，番組ジャンル
別の話題喚起率である。図14は，3か国の
公共放送の話題喚起率の分布を番組ジャン
ル別に示したものである。話題喚起率が最も
高い番組ジャンルは，どの国でも「ニュース・
ニュースショー」である（BBC79%，KBS73%，
NHK64%）。しかしその他の番組ジャンルに
ついては国によって状況が異なる。BBCでは

「生活情報番組（73%）」や「ドキュメンタリー
（73%）」，そして「バラエティ番組（61%）」の割
合が高くなっている。KBSでは「ドラマ（72%）」，

「バラエティ番組（72%）」などの娯楽番組の話
題喚起率が，「ニュース・ニュースショー」とほ

ぼ同程度の割合になっている。一方，日本の
NHKの場合，「ドラマ（36%）」や「バラエティ
番組（30%）」の話題喚起率は低く，「生活情報
番組（49%）」や「ドキュメンタリー（44%）」で
やや高くなっている。
④「よく見る」と「話題にする」の関係

ここで注目すべきなのは，各ジャンルの番組

図13　公共放送を「話題にする」人（年層別） 図14　「話題にする」公共放送（テレビ）の番組ジャンル
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図15　「よく見る」と「話題にする」（NHK)
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がよく見られていれば，「話題にされる」といっ
た単純な関係にはないことである。図15は，
先に図2で検討した番組ジャンル別に「よく見
る」割合と話題喚起率を，NHKについて比較
したものである。NHKの「ニュース・ニュース
ショー」は，「よく見る」割合（80%）よりも話題
喚起率（64%）のほうが低くなっているのに対
して，両者の割合が同率の「教養・教育番組」
以外の5つのジャンルでは，「よく見る割合」よ
りも話題喚起率のほうが上回っていることが分
かる。特に，「生活情報番組」や「スポーツ番
組」でその傾向は顕著である。

無論，これだけの結果から結論的なことを
導き出すことはできないが，見られることと話
題にされることとが単純な相関関係にあるので
はないこと，そして番組ジャンルによっては見
られる割合を話題喚起率が大きく上回るケース
や，逆に見られる割合を話題喚起率が大きく
下回るケースもあることは，今後，公共放送と
人々のコミュニケーションの関係性を考察して
いくうえで踏まえておくべき興味深い結果である
と言える。

 ５．まとめ

以上，今回の調査結果から主要な部分につ
いて概観してきたが，日，韓，英の3か国は，
その放送事情・メディア環境やその中での公共
放送の位置づけ等において一定の共通点があ
る一方で，公共放送の存在感や人々のコミュニ
ケーション空間における役割・機能においては
幾つかの点で大きな差異があることが明らかに
なった。

第1に，視聴時間はもとより，番組ジャンル
別の視聴状況においても各国で異なった特徴

が見られる。単純化するならば，BBCは様 な々
ジャンルの番組が比較的バランスよく視聴され
ているのに対して，KBSはどちらかといえば「ド
ラマ」「バラエティ番組」のような娯楽系の番組
がよく視聴されている。NHKは「ニュース・ニュー
スショー」がよく視聴されているが，その他の
ジャンルでは視聴される割合がかなり低い。

第2に，公共放送と商業放送の関係性にお
いては，イギリスと韓国がどの番組ジャンルに
おいても拮抗した競争関係となっているのに対
して，日本では両者の間には補完的，すみ分け
的な関係性がある。すなわち，「ニュース・ニュー
スショー」や「生活情報番組」「教養・教育番組」
などでは公共放送NHKが比較的よく視聴され
ているが，その他のジャンルでは商業放送がよ
く視聴されている。

第3に，ネット関連のサービスについては，
NHKがKBSやBBCと比較するとその利用状
況や認知度において大きく後れを取っている。
これはネット関連サービスの法制度的位置づけ
など，社会的背景の違いに起因する部分が小さ
くないが，インターネット上における公共放送の
存在感の差異は，視聴シェアなど放送上での
存在感の差異には還元できないレベルにまで達
しているように思われる。

第4に，上記のような放送上，およびネット
上での公共放送の存在感の差異は，公共放送
への信頼や満足度を始めとする評価や意識に
直結しているわけではない。実際，例えば日
本のNHKは放送内容への評価や受信料の支
払いへの意識，満足度，必要性などの面で，
BBCやKBSと比較しても低くないレベルにあ
り，逆に商業放送は視聴される割合は高いが，
放送内容への評価や満足度などは必ずしも高
くない。こうした視聴と評価のいわば「ねじれ」
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的な現象については，その要因や構造を含め
てさらに解明していく必要がある。

第5に，番組がどのくらい話題にされるかと
いう話題喚起率を見ると，視聴される割合が
高いほど話題にもされやすいといった単純な相
関関係は認められない。話題喚起率について
は，番組ジャンルによっても，また公共放送と
商業放送によっても，さらに国によっても異なっ
ている。どのような番組がどのように人々によっ
て話題にされるのか，公共放送の番組が人々の
コミュニケーションの中でどのような形で話題に
されているのか，といった諸点についても，様々
な角度からより詳細に検証する必要がある。

今回は，以上のような点を中心とした調査結
果の概要報告であったが，本稿で取り上げて
いない項目として，調査では人々の政治・社会
に対する意識や，対人関係や公共的なコミュニ
ケーションに対する意識・志向性に関する質問
も行っている。これらの諸要素と公共放送の存
在感，公共放送への意識や評価との関係性に
ついても分析を進め，今後，本誌上で数回に
分けて報告を行う計画である。

　　　（なかむら よしこ / よねくら りつ）

注：
1）例えば NHK の経営計画（平成 21 ～ 23 年度）は，

NHK の使命として「放送やさまざまな活動を
通じて，人と人，人と社会を結ぶ“公共の広
場”の役割」を果たすことを挙げている。同経
営計画は下記サイトから参照 http://www.nhk.
or.jp/pr/keiei/plan/pdf/20081014-001.pdf

2）英 BBCは「市民性と市民社会（Citizenship&Civil	
Society）の維持」を公共的目的の1つに掲げ，こ
の目的を遂行するための機能として，番組が政治
社会的な事柄について視聴者の理解を深めること
を通じて，より「積極的な市民（active	citizen）」を

作り出していくとしている。詳細は下記 URLを参
照 http://www.bbc.co.uk/info/purpose/public_
purposes/citizenship.shtml

3）井田美恵子，平田明裕，吉藤昌代「テレビ・ラ
ジオ視聴の現況」NHK 放送文化研究所編『放
送研究と調査』09 年 3 月号参照。なお，イギリ
スや韓国の状況については，週間接触者率とい
うデータの取り方をしていないため不明である

4）世界銀行 WDI	Online	08.10.15 より。日本のデー
タは総務省発表のものとは異なる

5）韓国のMBC は広告収入によって運営される株式
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

6）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。
同 HPのURLは http://www.nhk.or.jp/bunken/

7）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『NHKデータブック	世界の
放送 2009』（NHK 出版）参照

8）BARB（Broadcasters'	Audience	Research	
Board	LTD）発表の資料による。（http://www.
barb.co.uk/facts/annualShareOfViewing?_s=4）

9）BARB 同上によると，BBC の視聴シェアは，
2008 年の 29.6% に対して 1988 年は 49% と，過
去 20 年間で約 20% 低下している

10）TNS	Media	Korea 調査（08 年 1～ 11月）のデー
タによる

11）日本では通常，商業放送は民放（民間放送）と
呼ばれるが，本稿では表記の統一上，「商業放送」
という用語を用いている。なお，調査の質問文
中では「民放」の語を使用した

12）08 年度のビデオリサーチ社データ（関東地区，
世帯）より

13）詳細は井田美恵子ほか前掲を参照
14）同調査の詳細については横山滋「視聴者から見

た世界の公共放送」『放送研究と調査』06 年 9
月号を参照


