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 はじめに

家電メーカー各社が出資するアクトビラ，
ゲーム機の Wi i や PlaySt at ion  3，TV版
Yahoo! JAPANなど，テレビ画面を使った
インターネットの機器やサービスが増え続け，
徐々に利用者も増えている。

今年4月，総務省が発表した「通信利用動
向調査」によると，テレビやゲーム機からのイ
ンターネット利用者は前年に比べて30.3％増の
739万人（昨年末時点）となった。また，ネット
接続できるテレビの世帯普及率は23.2％，ネッ
ト接続できるゲーム機の世帯普及率は25.9％に
達した。

テレビ画面でのネットサービスでは，動画配
信はもちろんニュースや天気予報，ドラマのあ
らすじや商品の詳細などについて様々な情報を
テレビから入手することが可能となる。

欲しいときに欲しい情報を取り寄せる「プル
型」の情報消費スタイルは，若者を中心に「テ
レビ離れ」を引き起こしたが，今後テレビがネッ
トワーク化されれば，テレビ画面で情報のプル
型消費が可能となり，パソコンや携帯に流れた

消費者をもう一度リビングルームに呼び戻せる
と，テレビメーカー各社は期待している。

放送事業者にとっては，ネットワーク化によっ
てテレビユーザーが増えれば番組に誘導する
チャンスが増える一方で，新たな対応策を講じ
なければネット利用ばかりが増えて「テレビ番
組離れ」が進むことにもなりかねない。

今後，無線 LAN技術の発達などで，デジ
タルテレビやゲーム機にネット接続するハード
ルは低くなることが予想される。テレビのネット
ワーク化に消費者は何を求めているのか。テレ
ビのネットワーク化をプラスに働かせるために，
放送事業者はどう対応すればよいのか。本稿
では，ユーザーの利用動向調査などをもとに
様 な々観点からそのニーズを把握し，ネットワー
ク化時代のテレビのあり方を探る。

＜本稿の項目＞

はじめに
[1]ネットワークTVの現状
[2]ネットワークTVの利用実態
[3]ネットワークTVと番組配信
[4]ネットワークTVとソーシャルメディア
[5]ネットワーク時代のテレビのあり方

ネットワーク時代のテレビのあり方
～テレビでのネット利用動向調査から～

メディア研究部（メディア動向）  小川浩司
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  [ 1 ]  ネットワーク TVの現状

多岐にわたる接続端末
テレビのネットワーク化はConnected  TV

やネットワークTVなど様々な呼称が使われて
いるが，本稿では，テレビ画面でのネット閲覧
や情報入手を目的に，テレビや録画機，ゲー
ム機などにインターネットを接続している環境
を総称して，ネットワークTVと呼ぶことにす
る。STB（セットトップボックス）なども含めて
ネットワークTVの利用手段は多岐にわたって
いる。

サービス提供者の側から見ると，国内では，
2007年2月からアクトビラが天気・ニュースなど
の基本情報の提供を始め，同年秋からは動画
配信サービスを開始した。対応機器の累計販
売台数は公表していないが，2010年3月末時点
のネットへの累計接続台数を182万台１）としてい
る。

ゲーム機では，ネット閲覧用の「Opera（オ
ペラ）」ブラウザが搭載された任天堂のWii
が2006 年12月に発売された。累計販売台数
は国内だけで1,000万台を超え，そのうちの
35％前後がネット接続されていること 2）から，
350万台の接続台数があると考えられる。同
じゲーム機ではソニー・コンピュータエンタテ
インメントのPlayStation 3（以下PS3）もネッ
ト閲覧機能を備えており，国内累計販売台数
はおよそ500万台，同社広報による世界のネッ
ト接続率 6割をもとにすれば，300万台の接
続台数が見込まれる。

また，検索サービス国内最大手のヤフージャ
パンが，テレビでもヤフー検索を利用できる「テ
レビ版Yahoo!JAPAN」のサービスを09年4月
から提供し始めた（台数非公開）。さらに昨年

11月，中堅商社のドウシシャがリモコンを使っ
てネット閲覧ができるテレビを発売するなど，
ネットワークTVを取り巻く環境は多様化して
いる。サービス提供者側から見た国内の接続
台数は1,000万台を超えると見込まれる。

海外でもテレビのネットワーク化の動きは加
速している。低価格テレビの製造で知られる
米VIZIO（ビジオ）3）が，無線 LANによるネッ
ト接続でハイビジョン映像や通信販売だけで
なく，SNS（ソーシャルネットワークサービス）
のfacebook（フェイスブック）やTwitter（ツイッ
ター）4）も利用可能な薄型テレビを発売した。
また今年3月，Googleが半導体世界最大手の
intelやソニーと組んで，テレビ画面でネット利
用ができるGoogleTVを開発中との報道 5）が
なされた。ソフトのオープン化によって外部企
業も参画する形で今夏にも製品化の予定だと
いう。

アメリカのみならず，国内を含めた世界各国
でネットワーク対応テレビの需要が伸び続ける
と予測されている（図1）。

図１　ネット接続機能搭載テレビの需要予測　　
　　（MPEG４（動画配信規格）対応テレビのみ）
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  [ 2 ]  ネットワーク TVの利用実態

では，現在国内にどの程度のユーザー数が
存在するのだろうか。またテレビをネットワーク
化するためにユーザーはどのような端末を利用
しているのか。ネットワークTVの利用動向を
把握するため，今回web調査を実施した。ま
ず，ネットワークTVの接続者と非接続者に分
け，接続者の中から月1回以上の利用者を「接
続利用者」として抽出し，利用実態と「非接続
者」の利用意向を調査した。年層は20 代，30
代，40 代，50 代，60 代 以 上の５層に分け，
それぞれの年層で男女100人以上を確保するよ
う抽出した。

＜調査の概要＞

調査目的： 利用者の利用実態と非接続者の
 利用意向の把握
調査時期： 2010 年 2 月 5 日（金）～ 9 日（火）
調査方法： web 調査
調査対象： 全国の 20 歳以上の男女
 （調査会社モニター）3,151 人
 ①「接続利用者」（n=1,125）
 … テレビ画面でのネットサービスを

月に 1 回以上利用する人 
 ②「非接続者」（n=1,238）
 …ネットワーク TV 非接続者 
回答数（率）： 2,363 人（75.0％）

２－ 1  接続率と接続端末
まず，どの程度のユーザーが，テレビ画面の

ネットワーク機能を使っているのか，接続の有無
をスクリーニング１次調査の結果から見ることに
する。テレビ画面でネットサービスを利用するた

めに，何らかの方法でネット接続をしているか
尋ねた結果，調査会社モニター全体（n=11,545）
の28％が接続していると答えた。年層別に見
ると，20, 30代男性が最も多く35％，次いで
40代男性と20, 30代女性が31～33％で続いた
（図2）。また，接続していない人たちにどの程
度関心があるか聞いた結果でも，20代から40
代で関心がある人の出現率が高かった。

 

多様な接続端末のうち，どのような機器を
経由してネットサービスを利用しているのか，

「接続している」と回答した3,242人に接続先
のサービスについて聞いた結果が図3である。
ゲーム機が最も多い48％，次いでデータ放送
の双方向サービスが 31％，アクトビラが 29％，
テレビに接続してのネット閲覧とパソコンを接
続してのネット閲覧が 24％などとなっている。

以上の結果から，テレビ画面でのネットサー
ビス利用は，20代から40代の比較的若い層に
利用者が多く，ゲーム機での接続が多くなって
いることが分かる。

図 2　年層別接続率
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たかったから」が23％と続いている。
パソコンと違って大画面で見られることが，

テレビをネットワーク化させる上での動機づけに
なっていること，また，テレビを見ながらのネッ
ト利用に一定のニーズがあることがうかがえる。

また，接続利用者と非接続者の家族構成を
見ると（図5），単身世帯では「非接続者」が
多かったのに対し，小学校低学年までの子ど
もがいる世帯では「接続利用者」が多い結果と
なった 6）。また，配偶者がいる世帯を詳しく見
た結果，「配偶者のみ」がいる世帯では有意差
が認められなかったことから，テレビ画面での
ネット利用は，小さな子どもがいる世帯を中心
に家族での利用者が多いことが推測される。

「大画面」と「家族利用」という，本来テレビ
が持つ特性に改めて消費者が価値を見出して
いることがうかがえる。

次に，具体的にどのような利用を目的に接
続したのか，利用者に利用目的のコンテンツ・

２－２  利用動機と目的
次に，テレビ画面でのネットサービス利用動向

を把握するため，接続していると回答した人の中
から図3のサービスのうちどれか1つを，１か月に
１回以上利用している人たちを「接続利用者」と
定義し，彼らを対象に利用実態を調査した。

まず，テレビ画面でのネット利用のためにイン
ターネット接続をした理由，動機について聞い
た（図4）。その結果，「ネットや動画を大画面
で見たかったから」が最も多く36％，次いで「テ
レビを見ながらネットを利用したかったから」の
31％，そして「ネットや動画を家族みんなで見

図 3　接続先サービス（複数回答）

図４　接続の動機（複数回答）

図 5　家族構成（複数回答）
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サービスについて聞いた。
最も多かったのは「ニュースや天気予報など

の情報入手」で49％とほぼ半数の利用者が選
択した。次いで「データ放送の双方向サービス」
が34％，「ゲーム機でのオンラインゲーム利用」
が29％と続く（図6）。

年層別に見ると，20 代から40 代の層でも最
も多い目的は「ニュースや天気予報などの情報
入手」だった。

２－３  利用サービスと満足度
「接続利用者」に実際に利用しての印象を聞

いた結果，「便利だと思う」と「まあ便利だと

思う」を合わせた「便利評価層」は76％だった
（図7）。 

年層別に見ると，男女とも若い層，特に20
代で「便利評価層」が多い結果となった（図8）。

では，実際にどんなコンテンツを利用し，
それぞれどの程度の満足感を感じているの
か，利用の有無と満足度について調査した結
果が図9である。

まず利用者の割合が最も多かったのが天気
予報で87％，ついでニュースの84％，テレビ
局・番組のホームページ，無料動画の順となっ
た。また，「満足している」と「やや満足してい
る」を合わせた「満足度」が最も多かったのが
天気予報で56％，次いでニュースの47％，無
料動画の42％，料理レシピサイト41％と続い
た。逆に「利用できない・利用していない」と
いう回答が多かったのが，有料動画の63％，
株価情報の59％という順となった。

今後，テレビ画面でのネットサービスを構築
する際に優先して届けるべき情報として，ニュー
ス・天気予報，テレビ番組関連のホームページ

図 7　テレビ画面でのネットワーク利用の印象

図 8　便利評価層図 6　利用目的のサービス（複数回答）
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情報，写真，そして動画サービスが挙げられ
る。多彩な情報提供に苦心するよりも，むしろ
それらの情報に集中して効率化を図ることも1
つの手段として考えられるだろう。

  [ 3 ]  ネットワーク TVと番組配信

３－１　「映像はテレビで」というニーズ
テレビのネットワーク化を論じる上で欠くこと

のできないサービスが番組配信である。
2008年12月に始まったNHKオンデマンド

（以下NOD），そして在京キー局全社とも様々
な模索を続けてきたが，完全無料の第２日本テ
レビや，割安の「ワンコイン祭 7）」等で顧客を集
めたフジテレビOnDemand（以下FOD）が単
月黒字を繰り返し，アーカイブ作品に特化した
TBSオンデマンド（以下TOD）が単年度黒字
を計上し始めるなど，収益化の兆しが見え始め
ている。

FOD, TODはテレビ・パソコン（一部携帯）
どちらでも利用できるが，いずれもテレビ向け
の売上げが大きくなっており，特にTODはテレ
ビ向けがPCの6倍の売上げを記録している。
NODは現在ほぼ半々だが，サービスの認知度
が進むにつれてテレビ向けの比率が拡大し続け
ており，番組配信サービスにおいて，「番組は
テレビで視聴したい」というニーズが存在してい
ることが推測される。

なぜ，テレビ向けの売上げが多くなってい
るのか。「接続利用者」と「非接続者」双方に
テレビとパソコン，携帯のうちで，より多くの
料金を払っても良いと思う機器の順位をつけて
もらった。その結果，接続の有無にかかわら
ず，どちらも1位にテレビ，2位がパソコン，3
位に携帯と回答した人が多かった（図10-1）。
年層別に見ても，接続の有無にかかわらずす
べての年層で，テレビ・パソコン・携帯の順に
なっており，テレビ画面での動画配信には他
の機器よりも多くの料金を払っても良いと考え
ていることがうかがえる（図10-2）。
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なぜテレビなら多く払っても良いと考えるの
か。その判断基準を聞いた結果，最も多かっ
たのが「画質」で，次いで「画面の大きさ」，そ
して「音質」「操作のしやすさ」という結果となっ
た（図11）。

音質についてはPCでも外付けのスピーカー
等で改善できるが，画質や画面サイズは変えよ
うがないことから，テレビでの視聴には高めの
料金を払っても良いとの考え方が存在している
と考えられる。既にサービスが始まっているアク
トビラの映像配信では，HD（ハイビジョン）画
質を同一ソフトのSD（標準）画質の1.5倍から2
倍の料金設定にした結果，3分の2がHD画質
料金での視聴を選んでいる。このことからも，

番組配信において高画質が付加価値になりうる
ことがうかがえる。

３－２　ユーザーが求める動画配信とは
現在，NHKを含めた在京キー局の番組配信

事業では，広告収入に特化した完全無料や，
一部の無料作品から有料作品へと誘導するも
のなど，そのビジネスモデルは様々である。

ユーザーはどのような事業形態を求めている
のか，パソコンでの利用を含めた番組配信につ
いて聞いた。まず，「有料で広告なし」と，「無
料で多くの広告あり」とで選択してもらった結
果，「接続利用者」「非接続者」どちらも「無料
で多くの広告あり」が45%前後で最も多く，「広
告なしでアンケートなどの義務を伴った無料」と
合わせると，無料支持が6割から7割と大半を
占めた（図12）。一方で有料容認派は「非接
続者」よりも「接続利用者」の方が1割ほど多く

図12　有料か無料か

図11　多く払っても良い機器の判断基準（複数回答）

図10-2　1位の機器　年層別
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なっており，テレビ画面でのネットサービス利用
者は利用していない層に比べ，課金への抵抗
感が比較的小さい結果が示された。

ユーザーが無料視聴を求めるのは当然だが，
折からの広告不況やネット広告の単価下落傾向
などもあって，放送番組そのものを完全無料で
配信するビジネスで安定収益化に結び付けた
サービスはほとんど見られない。一時好調と言
われたアメリカのHulu（フールー）8）も有料化を
準備していると報じられている9）。また，一部
を無料にしたとしても，続きやプレミアムコンテ
ンツを有料で視聴してもらうモデル10）などを中
心に，有料モデルの存在はなくならないと予想
されるため，ここでは有料課金モデルのあり方
について詳しく分析を進めることにする。

まず，視聴者は番組配信に対して，いくらま
でなら払っても良いと感じるのか，有料の限度
額を聞いた。興味のあるドラマなどの放送番組

（50分）を想定して回答してもらった結果，どち
らも100円までが最も多く，次いで50円まで，
200円まで，300円までと続いている（図13）。

前述のフジテレビ「ワンコイン祭」の事例か
らも見えるように，消費者の中に，100円なら
気軽に払いやすいとの考えが存在していると
考えられる。

続いて，定額制か従量制か，の問いについて
は，「1か月定額見放題」が最も多く，次いで「定
額見放題（基本セット）と単品購入の組み合わ
せ」，「番組1本ごとの支払い」が続いた（図14）。

 

 
では，定額制で1か月いくらまでなら払って

も良いのか，月額の限度額について聞いた（図
15）。その結果，最頻値は「1,000円まで」，そ
れぞれの上限額から算出した平均値では，接
続者で690円，非接続者で608円となった。
1,000円までが，購入判断の目安になる可能性
があり，実際，NHKオンデマンドでは，今
年2月1日から見逃し番組の見放題パックを
従来の1,470円から945円に値下げした結果，
JCOM，アクトビラなどサービス事業者によっ
て異なるが，いずれも売上げが1.5倍から２倍
に増えている。

図13　単品購入の支払い限度額

図14　定額制と従量制

図15　1か月定額の支払い限度額
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では，その料金をどう集めたらよいのか，
ユーザー側から見た望ましい決済方法につい
て聞いた結果が図16である。接続者・非接
続者ともにクレジットカード支払いが最も多く，
プロバイダやネット回線料金との合算が続き，
上位 2つが3位以降に大きな差をあける格好と
なった。

性年層別で見ても，クレジット支払いがすべ
ての層で半分以上の人たちに支持された。

クレジット支払いで課題として挙げられるの
はその入力方法であり，テレビのリモコンで16
桁の番号を入力させるのか，それともパソコン
で会員登録してもらい，簡単なIDでログイン
できるようにするのか，テレビならではの支払
いのハードルを極力低くする工夫が求められる
であろう。

次に，どのようなものであれば，支払っても
良いと感じているのか，購入の条件を聞いた。
その結果，最も多かったのは「自分の趣味や
興味にあっているかどうか」で 7割以上の人た
ちが選択した。次いで「番組内容の質の高さ」，

「高画質かどうか」が続いている（図17）。
「趣味や興味に合っているか」に関して言え

ば，テレビがネットワーク化されることで，視
聴者の行動履歴などからユーザーがどの分野

に興味を持ち，どんなジャンルのコンテンツを
好んでいるかが把握しやすくなる可能性があ
る。そのデータをもとに適切なコンテンツを提
案・レコメンドすることの重要性を示唆してい
る。同時にコンテンツの質を高めるという本来
の努力を続けていくことの重要性が改めて示さ
れている。

テレビ画面での番組配信には放送事業者に
とって多くのプラス要素がある。本放送が始ま
る前に見逃した前話分を見てもらうことも可能
になるうえ，本放送が終わった後にプレビュー

（放送よりも早く視聴できるサービス）で次回分
を1週間早く配信することで視聴者増と売上げ
増に結び付けることも考えられる。

放送番組に対する支払いのハードルはまだま
だ高いが，利用者が増えるにつれて配信コスト
は徐々に下がってきている。それに伴う料金設
定と共に，レコメンド機能などネットワーク化に
よる付加価値を視聴者にどれだけ訴求できる
かが，番組配信事業の成否を分けるカギにな
ると予想される。そして，ネットワーク化による
付加価値の最たるものになる可能性を秘めて
いるのが，次に述べるソーシャルメディア11）で
ある。

図16　支払い方法 図17　購入の条件（複数回答）
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  [ 4 ]  ネットワーク TVと
　　　　　　  ソーシャルメディア

４－１　番組視聴とソーシャルメディア
前述の通り，米国のテレビメーカーVIZIO（ビ

ジオ）がTwitter（ツイッター）を利用できるテレ
ビを販売するなど，テレビとソーシャルメディア
が密接なつながりを持ち始めている。

Twitterの登場によって，インターネットが情
報を取りに行くプル型のメディアから，他者とつ
ながることによって黙っていても情報が押し寄せ
るプッシュ型のメディアに変貌を遂げようとしてい
る。ソーシャルメディアの性質は，本来プッシュ
型メディアであるテレビとの親和性の高さをうか
がわせるが，実際にテレビ局各社がTwitterを
番組告知に活用したり，ブランドイメージを向上
させるために利用する例が増えている。

また，通信大手ソフトバンク社長の孫正義氏
が毎週日曜日に大河ドラマの放送時間が近い
ことをTwitterに書き込むことで，それが27万
人超のフォロワー（読者）に伝播している事例 12）

は，読者の多いソーシャルメディアが新たな番
組視聴を生み出したり，あるいは感想を述べ合
うことで番組視聴の満足度を向上させたりする
可能性を示唆している。

今回，ソーシャルメディアが放送に与える効
果を把握するため，他者とのコミュニケーショ
ンが放送視聴にどう結びついているかについ
て聞いた。まず，実際の口コミ（口頭によるコ
ミュニケーション）によって，テレビ番組につい
てどのような影響があるかどうか尋ねたところ，
口コミのなかで，「知らなかった番組と出会う」，

「番組を見たいという気持ちが強まる」，そして
「過去の番組を（もう一度）見てみたいと思うこ
とがある」という項目に，6割以上の人が「よく

ある」や「たまにある」と答えた（図18）。
口コミと同様に，ソーシャルメディアでもほ

ぼ同様の結果が示されている。Twitterに登録
して自ら書き込んだことがある「Twitter利用
者」を対象に同じ項目で調査した結果，口コミ
と同じように「知らなかった番組と出会う」や，

「番組を見たい気持ちが強まる」，そして「過
去の番組を（もう一度）見てみたいと思うこと
がある」という項目で「よくある」や「たまにあ

図18　口コミと番組視聴

図19　Twitterと番組視聴
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る」と答えた人が多かった（図19）。これは，
Twitterのハッシュタグ（＃）機能 13）によって，1
つの番組について一度に多くの人の意見を聞け
ること，また視聴前と視聴後に何度でも他人の
意見に触れたり，自ら書き込んだりできること
が，番組視聴の意欲強化に結び付いていると
推測される。

ニコニコ動画（ニコニコ実況）の利用者につ
いても同様の結果が表れており（図20），ソー
シャルメディアが，テレビの視聴にプラスの影
響をもたらす可能性があることを示唆している。

４－２　放送との親和性
ソーシャルメディアと放送との親和性の背景

には何があるのだろうか。
まずソーシャルメディア側にリアルタイム性が備

わっていること，つまり書き込むのと同時にその内
容が伝わることが挙げられる。また，いつでも過
去の書き込みまでさかのぼれるアーカイブ性，そ
して強い伝播力を持っていることが挙げられる。

一方の放送側には，ソーシャルメディアとの
高い親和性の要因として，次のようなことが考

えられる。
①  大多数が利用できる環境にあること
 （行動の普遍性）
②  大多数が興味を持つ内容であること
 （内容の普遍性）
③  同時進行であること
 （共時性 14））
④  新たな支払いが発生しないこと
 （参加障壁の低さ）

ソーシャルメディアの書き込みを見ることで，
大多数が，すぐに行動に移しやすい条件が整っ
ていること。こうした放送の特性が，ソーシャ
ルメディアとの高い親和性の背景に存在してい
ると考えられる。PCやモバイルだけでなく，テ
レビのネットワーク時代においてもソーシャルメ
ディアがテレビの価値を向上させる可能性は高
いと言えるのではないだろうか。

今後は他社のサービスを利用することも当然な
がら，自社独自のソーシャルメディア開発も求め
られてくるであろう。自社の管理下であれば，そ
れぞれの局の番組配信（VOD）とも連動させ，
放送のみならず見逃し視聴やアーカイブ番組へ
の誘導に役立てることも可能になる。また，VOD
を軸にした交流の場を設けるなどすることで，テ
レビ視聴そのものの価値最大化に役立てたり広
告収入に結び付けたりすることが可能となる。

既にフジテレビは，「イマつぶ 15）」という独
自のソーシャルメディアの運営をスタートさせた
が，今後，放送サービスとの連携へと発展さ
せていく可能性がある。支払い情報の登録な
どID管理の面からも自社または業界管理下の
ソーシャルメディアの必要性が，今後高まって
いくのではないだろうか。

また，現在USTREAM（ユーストリーム）16）

などで動画画面の隣りにソーシャルメディアの
コメントが自動的に更新されていく仕組み（ソー

図 20　ニコニコ動画（実況）と番組視聴
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シャルストリーム）が実装されているが，この仕
組みをテレビ画面でも利用したいというニーズ
が若年層を中心に高まる可能性もある。映像
視聴とソーシャルストリームの同時利用が広ま
れば，ソーシャルメディアの重要性はますます
高まることになるだろう。

  [ 5 ]  ネットワーク時代のテレビのあり方

５－１　ネットワーク TV の課題
ブロードバンド環境の普及，デジタルテレビ

の販売台数拡大，そして高画質による動画視
聴に対するニーズやソーシャルメディアとの親和
性。こうした流れの中で徐々に進みつつあるテ
レビのネットワーク化には，まだまだ課題も多
く残されている。

月１回以上利用する「接続利用者」に改善
してほしい点を尋ねたところ，「強く要望する」

「要望する」「少し要望する」を足した割合が最
も多かったのが「無料番組を増やしてほしい」

で78%。次いで「反応速度や操作性の向上」と
「文字入力の操作性向上」が74％，そして「画
質の向上」の69％と続いている（図21）。

年層別に見ると，「無料番組を増やしてほし
い」という項目で「強く要望する」と答えた割合
が30 代男性で高く，39％に達した。また，「反
応速度や操作性の向上」「文字入力の操作性向
上」に対して「強く要望する」と答えた割合が，
男性の20 代～ 30 代で全年層平均を8 ～ 14ポ
イント上回り，30% ～ 40％に達していた。

また，「非接続者」を対象に，どうすれば接
続したいと思うか，接続の条件を聞いた結果，

「無料の番組が充実したら」が51％，「対応機
器を購入したら」が34％，「高齢者など誰でも
わかりやすくなったら」が21％，そして「反応
速度や操作性が向上したら」が13％と続いた
（図22）。

以上のことから，無料番組の充実はもちろん
のこと，使いやすさや反応速度，操作性の向
上が大きな課題となっていることがうかがえる。

図 21　接続利用者の改善要望 図 22　非接続者の接続の条件（複数回答）
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つまり，高画質の無料番組で数多く接触して
もらい，高齢者でも誰でも使えるようなシンプ
ルな作りにする（機能を絞り込む）ことで反応
速度を向上させ，文字入力の負担を極力減ら
すことが有効なのではないだろうか。

また，今回の調査対象ではないが，ネット
ワークTVはリビングルームでの使用が中心と
思われるだけに，小さな子どもに対する配慮が
必要不可欠となる。有害な情報にアクセスでき
ないようにするペアレンタルコントロールを設け
ることはもちろんのこと，広告を含めたコンテン
ツ制作の中で，過度の点滅や大音量等を制限
するガイドラインの創設，あるいは放送ガイドラ
インへの準拠が求められる。

さらにプライバシー保護の観点から，行動
履歴を把握することに対する同意を取り付けた
り，あるいはログインの可否についての確認画
面を毎回，または数回に一度は表示させるな
どの配慮が求められるであろう。いずれにして
も，パソコンや携帯のようなパーソナルなメディ
アではなく，よりパブリックな，共同体全員で
の利用を前提にした対応が必要になる。

５－２　放送事業者の課題
テレビのネットワーク化における放送事業者

にとっての課題は，視聴者がテレビの電源をつ
けていても，ネット利用ばかりで番組を見ない
ことによる，放送番組離れである。その結果は
視聴率低下として現れるため，放送事業者の中
には対応を躊躇する向きもある。

しかし，HDDレコーダーの普及や視聴デバ
イスの多様化によって視聴率という測定指標自
体の信憑性が揺らぐ中で，視聴率に代替する
もの，もしくはそれを補完する新たな指標を用
意する時期に来ていることは，大手広告代理

店の研究機関でも指摘されている17）。
既に放送事業者以外から，視聴率に替わ

る新たな指標による測定が始まっている。ソ
ニー・コンピュータエンタテインメントが2010
年3月に発売した，PS3用の録画キット「torne

（トルネ）」では，利用者の視聴状況やどの程
度のユーザーが録画予約をしているかなど，
独自の指標による視聴数・録画予約数の測定
が始まっている（写真1）。

また，KDDI研究所では，家族のうち，父親・
母親・子どもの誰がどの番組を見ているのか，
携帯電話を使って個人の視聴状況を独自に測
定する仕組みを開発中である（写真2）。

これによって，家族の構成員のうち誰と誰が
見ているのか，その組み合わせまで把握するこ
とが可能となり，複数人数で利用するテレビな

写真1　torne の画面

写真 2　KDDI 研究所の個人視聴測定
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らではの測定手法として注目される。
こうしたメーカーや通信事業者の動きを傍観

するよりも，放送事業者自らが主体的に仕組み
作りを進めることで，テレビの前の“消費者”の
中からいかに“視聴者”の数を増やしていくか
を議論すべき時期に来ていると言える。

また，民放各社にとってネットワーク化は新
たなチャンスにあふれている。広告と各企業の
サイトを結び付けることはテレビの広告媒体と
しての力を高める可能性がある。例えば，テレ
ビ広告で商品を告知し，そこから直接企業の
HPや通販サイトに誘導することで，これまで
言われてきたテレビ広告の強みである「商品の
認知力」と，ネット広告の強みである「豊富な
情報量」18）を組み合わせることが可能となる。
本放送から離れないようにするために，気に
なった広告で「お気に入り」ボタンを押しても
らい番組後に広告VODや商品情報に触れても
らう手法も有効だろう。

さらにネットワーク化は，こうした広告の多
様化も加速させる。テレビ広告の多様化が消
費者の興味・関心を惹きつければ，テレビの
媒体力を向上させる可能性がある（図23）。

こうした様々な可能性をプラスに働かせるた

めに，ネットワーク時代のテレビのあり方を探る
ことは喫緊の課題と言えるのではないだろうか。

５－３　今後の展望
　　　　　　　　～メディア特性の再認識～

では，ネットワーク時代のテレビは消費者に
どう訴求していくべきなのだろうか。

これまで見てきたように，ネットワークTVは
20 代から40 代の比較的若い層と子育て世帯
が多く利用し，高画質・大画面で見る番組配
信に大きなニーズがあり，反応速度と操作性に
課題があることが見えてきた。

iPad19）等の登場でメディアの多様化がますま
す加速する中で，ここでは，テレビが持つ特性
に改めて焦点を当てていくことにしたい。以下
に，テレビ・パソコン・携帯のいわゆる３スクリー
ンズについてそれぞれの特性をまとめる（表1）。

まず，デバイス特性の観点から，今後のネッ
トワーク時代におけるテレビでは，大画面，高
画質という強みを活かした仕組みの構築が求
められている。米Apple社のプラットフォーム
iTunesのように，一度購入したコンテンツがど
のデバイスでも自由に利用できる時代を見据え
て，SD版，HD版等の画質による選択肢を設

テレビ PC 携帯

デバイス
特性

大画面
高画質

中画面
中画質

小画面
低画質

利用形態
家族
固定

個人
固定または携帯

個人
携帯

操作性・
性質

リモコン
信頼性

キーボード・マウス
タッチパネル
先進性

10 キー・キーボード
タッチパネル
先進性

表1　メディアごとの特性図 23　広告多様化による好循環サイクル

広告の多様化・
活性化

媒体価値
向上

視聴者増

番組の質
向上

民放の
収益向上
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け，テレビで見る場合の価値最大化を図る工
夫が必要となる。また，番組配信の３D対応も
PCや携帯との差異化の観点から重要度が増す
可能性がある。

次に，利用形態と性質の観点で見ると，テレ
ビは最も自由度の低い，制約の多いメディアで
あることが分かる。テレビを取り巻く制約をま
とめると次のようになる。

① 家に固定されたメディアであること
② リモコンなどに限られた操作性
③ 家族，あらゆる年代が利用
④ 公共的な役割（緊急報道・非常時対応）

この制約こそが，テレビの持つ最大の特性
であり，テレビのネットワーク時代を見据える上
で，最も重視すべきポイントだと考える。

今回の調査でも示された通り，「大画面」や
「高画質」，「家族での利用」など，利用者はテ
レビにテレビならではの特性を求めている。こ
の特性＝制約を活かした戦略こそが求められ
るのではないだろうか。それぞれの制約をプラ
スに働かせる戦略を描くと次のようになる。

①  固定されたメディア・・・有線・または宅
内無線 LAN による大容量通信が可能。
STB による拡張が可能。

②  限られた操作性・・・機能を絞り込むこと。
限られた機能で処理速度・操作性を向上
させる。番組 HP もコンテンツを絞ったテ
レビ用を用意する。

③  家族利用・・・あらゆる年代に支持される，
子どももお年寄りも安心して使える環境を
目指す。

④  公共的役割・・・非常時の際の安心感。
何かあったらテレビをつけてもらえるよう

信頼感の醸成を更に強化する。
以上の整理から，今後STBやゲーム機によ

るテレビのネットワーク化が進むことが予想さ
れ，機能を絞り込むことにより誰でも使いやす
い操作性を目指し，あらゆる年代にどんな時も
信頼される“安心感のあるメディア”を目指すこ
とが，ネットワーク時代において求められるテ
レビのあるべき姿なのではないだろうか。そし
てこの分野こそ，マスメディアとして放送事業
者が長年培ってきた経験やノウハウが活かされ
る強みとなるだろう。だからこそ自らの手によ
る仕組みの構築が求められるのである。

Lean-back Media（寄りかかりメディア） と
呼ばれるように，ソファーなどでくつろいで利
用するのがテレビである。ユーザーにこれまで
通りの信頼感・安心感を提供し，ソーシャル
メディアなどのプラス要素は積極的に取り入れ
る。ネットワーク化という大きな変革の波に戸
惑うことなく，守るべき所と改めるべき所を見
極めることで，主体的に変化に対応する姿勢
が求められているのではないだろうか。

　　　　　　　　　　　（おがわ こうじ）

注：
1）アクトビラ木村社長インタビュー取材（2010

年 3 月 30 日）「１度でも繋いだことのある機器」
の累計台数。

2）任天堂決算説明会質疑応答における回答より
（2009 年 10 月 30 日）

3）米 VIZIO…http://www.vizio.com/
無線 LAN 規格 IEEE802.11n 準拠，映画配信の
VUDU やネットラジオの PANDORA, 通信販
売のイーベイ，twitter 等様々なアプリケ―ショ
ンが搭載された 42 インチ TV を 1,199 ドル（約
11 万円）で販売。リモコンに QWERTY 配列
のキーボードが内蔵されている。

4）facebook（フェイスブック）…2004 年に学生
向けに創設された SNS サイト。2008 年に日本
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語版も公開され，登録会員数は 3 億 5,000 万人
以上で世界最大とされる。
Twitter（ツイッター）…2006 年に創設された
SNS サイト。1 度の書き込み字数が 140 文字に
制限されていることから，ミニブログ，マイク
ロブログとも呼ばれる。2009 年に NHK などマ
スコミにも取り上げられ，利用者が急増した。

5）ニューヨークタイムズ 3 月18 日記事 http://www.
nytimes.com/2010/03/18/technology/18webtv.
html?scp=2&sq=Google&st より

6）また「20 歳以上の子ども」がいる世帯では，
接続主体が子どもの場合もあるので，ここでは
言及しない。

7）フジテレビ「ドラマレジェンド ワンコイン祭」：
2009 年 12 月から過去の人気ドラマ 20 作品を 1
話 105 円，全話セットで 525 円という，どちら
もコイン１つ（税抜）で購入できるキャンペー
ンを実施。その結果，2010 年１月～３月で単
月黒字を達成。これはワンコインという低価格
設定（ディスカウント）によって新規顧客を獲
得し，その顧客が通常価格の作品（プレミアム）
も購入した結果，全体としての収益が改善した
ものであり，「ワンコイン」作品単体での収益
化ではない。運営責任者はこの手法を「ディス
カウントミアム」と名付けている。

8）Hulu（フールー） http://www.hulu.com/
2007 年に始まったアメリカの映像配信事業。4
大ネットのうち NBC，FOX，ABC の番組が広
告付きで配信されている。米国外での視聴はで
きない。

9） ロ サ ン ゼ ル ス タ イ ム ス 4 月 23 日 記 事 よ り
http://www.latimes.com/business/la-fi-ct-
hulu-20100423,0,6836184.story

10）Ｃ・アンダーソン（高橋則明訳）『FREE フリー』
NHK 出版，2009 において「フリーミアム」と
定義された無料ビジネスモデルのうちの１つ。

一部無料と有料のプレミアム部分を組み合わせ
る手法。

11）ソーシャルメディア…ブログや SNS などイン
ターネット上の書き込みの総称。多数の人たち
とのやり取りによって社会的繋がりを有する。
伝播力が強く広告やマーケティングの分野でも
影響力が増している。

12）アカウント名＠ masason, フォロワー（読者）
数 27 万 1,484 人（5 月 11 日現在）。例えば，「日
曜じゃーっ ‼ 今日はワシも８時参加。参加出
来る者は，6時でも10時でもかまんきのー‼」「8
時本隊，あと 2 時間じゃーっ ‼ 6 時先発隊行
けーっ ‼」などと毎週読者に呼び掛けている。

13）ハッシュタグ…共通の話題についてのコメントを集
めたページに付けられたタグ。このタグをクリック
することで，特定の話題についての多くのコメント
を1 度に効率的に読むことができる。

14）米倉律・山口誠「『孤独なテレビ視聴』と公共放
送の役割」『放送研究と調査』10 年 1 月号参照

15）http://imatsubu.jp/
16）USTREAM（ユーストリーム）…アメリカで

2006 年夏に設立されたインターネットや携帯
電話を利用したライブ動画の配信サービス。
iPhone 等を使って誰でも簡単に中継配信がで
きる。

17）博報堂 DYMP メディア総合研究所榊原廣「ペ
イドメディアの可能性 !! 広告主が求める“効果
説明”とは」『放送界』2010 陽春号 

18）小川浩司「テレビの“広告力”の現在値」『放
送研究と調査』09 年 8 月号

19）iPad（アイパッド）…米アップル社が今年 4 月に
発売したタブレットPCと呼ばれる新型端末。タッ
チパネル画面のみの構成で，キーボードは画面
上に現れる擬似的なものを触れて文字入力する。
電子書籍にも対応しており，Amazon 社の Kindle

（キンドル）との競争が注目されている。


