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本報告は，全4節のうち，1 ～ 2節で調査
方法を詳述し，3 ～ 4節で朝の視聴実態をま
とめた。

  1.　調査手法について

「視聴者は朝どのようにテレビを見ているの
か」を調べるために，今回我々が行ったのは「プ
レイバックインタビュー」と称する調査手法であ
る。その方法を説明する前に，この調査手法
に籠めた思いを申し述べたい。

「どのように」

視聴者が「どのように」テレビを見ているの
か，とは調査名としても論文タイトルとしても，
漠然としていて決して上等とは言えない。だが，
制作現場のディレクターなどからは，「視聴者
は家庭でどのようにテレビを見ているのか」「こ
の時間帯はどんな風にテレビを見ているのか」
などといった言い方でよく聞かれる。この場合
の「どのように」という言葉は漠然としていると
いえばその通りであるのだが，一方でそれは素
朴で正直で，ある意味では大変切実な気持ち
が籠もっているということも感じる。それを「漠
然としている」「具体的でない」と言って切って

捨てることには一抹の申し訳なさを感じてきた。
調査担当者としてこのような問いに応えるため

には，「どのように」という言葉をより具体的な
要素に分解することが正しい対応の仕方である
と心得て業務を行ってきた。すなわち，朝は「何
時から何時まで」「何時間くらい」見ているのか，

「どのような内容を見たいと思って（＝ニーズ）」
見ているのか，「どのチャンネル」「どの番組」「ど
のコーナー」「誰」を見ているのか，「どんな場所
で」「どんな姿勢で」「誰といっしょに」「何をしな
がら」「どんな気分で」「どのくらい好んで」「どれ
ほど熱心に」見ているのか，などなど。そしてそ
れを「設問」とか｢調査項目｣という形にして調
査対象者に聞き，「集計」して，それぞれの設
問について，全体像，平均像，一般像を打ち
返す，ということを怠りなく行うことが，調査担
当者として誠実なことだと思ってやってきた。こ
の場合，用意した「設問」に足りないものはない
か，聞き方があいまいでないか，集計の仕方に
勘違いはないか，などのチェックに励んできた。

こうした作業の結果を，調査発注元のディ
レクターなどに報告すると，報告を聞いた相手
は「どのように」という元の質問をバッサバッサ
と切り刻みそれを再びガチガチと組み立て直す

“手並み”に感心し，＜世の実態を知るとは斯
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くなすべきか＞などと合点して帰って行ったりす
る。だが彼の中で，果たして最初に問いかけて
きた時の素朴で切実な疑問は本当に解消した
のだろうか。どことなく「はぐらかされた」とい
う恨みを心の底に残したまま帰してしまったので
はないか，という思いをずっと押し殺してきた。

朝のテレビ視聴

新しい番組を開発したり，放送中の番組の改
善を目指したりするような調査の専門家として，
筆者は主にグループインタビュー調査を行ってき
た。その中でこれまでに概ね5,000人ほどの視
聴者から話を聞いた。5,000人という数字はグ
ループインタビューの業界ではさして多いもので
はない。それでもこの程度の人々に話を聞いて
くるとようやく分かってくることもある。それは，
グループインタビューでは，「これこれのことは
聞くのが難しい，答えてもらってもあまり当てに
ならない，聞かない方が無難だ」といったよう
なことである。

グループインタビューにせよアンケートにせよ，
対象者に問うて有効な答が聞けるのは，問うも
のが目の前にあるか，せめて念頭にある場合で
ある。逆に言うと，問うものが目の前にも念頭
にもない場合は，何か答えてもらったとしても，
それはあまり真に受けない方がいい。
「目の前にも念頭にもないものを問う」とは

具体的にどのような問いか。それはごく頻繁に
行っている，次のような質問である。「朝テレビ
で見たいのはどんな内容・情報ですか？」この
問いを向けられた時，「朝見たもの」などという
ものは対象者の目の前にも念頭にもない。問わ
れてからあわてて頭の中を引っ掻き回して，そ
こで回答になりそうなものを一つでも手っ取り
早く見つけると，とりあえず苦し紛れに答える。

それはウソでも間違いでもないが，どれほど評
価できるものか疑問だ。あるいは「朝どのよう
にテレビを見ていますか」と問われたらどうであ
ろうか。この場合，まず「どのように」に問題
があるというのは前述の通り。加えて，自分が

「朝テレビを見ている」という様子が目の前か念
頭になければ，この質問にまっとうに答えるこ
とはできない。そこはそれ，何年も調査でメシ
を食っていれば，何とかして「朝自分がテレビ
を見ている様子」を念頭に思い浮かばせようと
努力する。「朝は何時頃に起きるのか」「その時
家族は誰がいるのか」「すぐテレビをつけるの
か」「何チャンネルがついているか」など，すぐ
答えられる具体的な問いを積み重ねるうちに，
対象者の「朝のテレビ視聴像」が次第に念頭
に組み立てられていく。そうして念頭に出来上
がった「朝のテレビ視聴像」についてもっと微
妙なことを聞き込んでいく，という寸法である。

しかしこれがうまくいくのは，対象者の頭の
中で，こちらの目論見通りの像を組み立てられ
たらの話である。「朝のテレビ視聴像」などとい
う茫漠としたものの描像はどんなにこちらで設問
をコントロールしても，人それぞれ念頭に思い浮
かべるものにはかなりのバラツキができてしまう
と考えた方がいい。「お出かけの時によく着る服
装」を思い浮かべてもらうほどたやすくはない。

その茫漠としたものをいくらかでも明確なも
のにしようとすれば，例えば「今朝の」テレビ
視聴像に限るという方法がある。これは実際よ
くやる方法で，しかもそれなりに有効である。
しかしその方法でも，例えば「今朝の7時頃
は？」「それでは7時半頃は？」などと進めていく
と，今度は記憶の確かさの限界が聞けることを
制限する。

このように念頭に持ってきにくいものは調査
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にとって厄介な対象である。今我々は，そうい
う意味で厄介な「朝のテレビ視聴」を，「どのよ
うに」という漠然とした問いで解き明かそうとし
ているわけである。

そこで今回この調査では，「朝のテレビ」を目
の前に持ち出すことにした。

「プレイバックインタビュー」

我々が行った調査の手順は，次のような，簡
単なことである。

まず調査対象者が，自宅で朝見ているテレビ
の画面に映ったものをそのまま録画する。従っ
て，対象者がチャンネルを変更すれば，録画に
はその変更した通りのチャンネル画面が記録さ
れる。その録画記録をインタビュールームに持
ち込んで再生し，再生画面を対象者に見せな
がら，それを見ていた時のことを，行動や状況
や気分などを細かく聞く。

ただそれだけの調査である。
発想も作業も実に単純である。だが，そこに

は問うものが目の前にある。それが決定的に違
う。しかもそれは朝の時間の流れや雰囲気もイ
ンタビュールームに持ってきてくれる。問う対象
がこれだけ明確に目の前にあると，「どのよう
に」という問いも，あらかじめ無理に分解して
おくまでもなく，その都度，目の前の画面に応
じて，「これは誰が面白がったのか」「これを見
てどう感じたか」「これは朝見る必要があるか」

「じっくり見たのか」など，自然と「どのように」
の具体的な聞き方が湧き出してくる。これなら，
これまで散々はぐらかしてきたディレクター諸氏
にも，素朴な疑問をいくらか晴らして差し上げ
ることができそうだ，と感じた。

この調査は対象者が視聴したテレビを「再
生」しながら話を聞く，ということで「プレイバッ

クインタビュー」と名づけた。この名称にはもう
一つ，インタビューを通して朝の家庭の生活状
況も「再現」できている，という気持ちも籠め
ているつもりである。

以下「プレイバックインタビュー」はPBIと略
記する。

PBI の開発過程

この調査手法は，本来，視聴者のチャンネ
ル変更行動を調べる目的で考え出したものであ
る。視聴者がなぜ，どのように，見ているチャ
ンネルから別のチャンネルにスイッチするのか，
それを調べるために，視聴者がチャンネルを変
える瞬間の「証拠物件」を押さえようという発
想であった。だがこの単純な発想も，実行する
にはいくつかのネックがあった。その辺の事情
はかつて本誌のコラム「放送研究リポート」に
まとめたので参照されたい（「放送研究と調査」
2010年6月号・放送研究リポート「『視聴者が
なぜチャンネルをかえるのか』を調べる」）。

実行上の最初にして最大のネックは，テレビ
で見ているそのものをそのまま録画するという
のが意外と簡単なことではなかったことである。
これまでのアナログテレビでは，通常「モニター
アウト」と呼ばれる端子がごく普通にあり，そ
こに録画機を接続すれば見ているものを簡単に
録画することができた。ところがデジタルにな
るとこのモニターアウトがなかったり，あっても
分かりにくかったり，またその端子から録画で
きるものが見ているそのままであるとは限らず，
EPGやデータ放送画面がそのまま録画される
もの，されないもの，予約録画の画面が録画さ
れてしまうもの，ビデオの再生が録画されるも
の，されないもの，など，非常に複雑な事態に
なっていることが分かってきた。同一機種でも，
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製造年次が違うだけで異なる結果になるという
ことも珍しくなかった。

そこでまず，目的としている調査素材（視聴
者が家で見たテレビをそのまま録画したもの）
を確実に安定的に入手することが可能なのか，
どのようにすればいいのか，ということの検討
から始めなければならなかった。

そこで前掲の「放送研究リポート」で述べた
通り，目的の調査素材が入手可能な機種の選
定，録画機の設置・操作方法と調査対象者へ
のその説明文の検討などのためにプレ調査を
行った。その結果，ある程度機種は限定され
るものの，調査の実行は可能であろうという見
通しを得ることができた。ただしそのためには，
通常よりかなり手間のかかる予備調査を行わね
ばならず，録画機の設置等にも数々の配慮や手
配が必要だと分かった。

ところで，このプレ調査のインタビューを実
施するなかである一つのことに気付いた。調査
の目的はチャンネルの変更行動の内容を調べ
ることにあったから，録画記録のうちではチャ
ンネルが変更される場面だけを再生してインタ
ビューをすればよいわけであるが，チャンネル
変更点だけを編集しておくという時間的な余裕
はなかったから，調査では未編集のまま再生
し，チャンネル変更点まで早回しなどしながら
進めるということになった。その過程では，結
果としてチャンネルを変えずに番組を見続けて
いる部分もしばしば見てしまうことになった。

そのようにしながら自然にインタビューを行っ
ていくと，調査対象者は，チャンネル変更点に
限らず，番組を見続けている場面についてもそ
れほど問題なく視聴状況や視聴気分などを答え
ることができたのである。予想では，チャンネ
ルを変えようとする瞬間については印象強く覚

えている可能性が大きいと考えたが，見続けて
いるだけの部分についてまでインタビューで聞き
込むことが可能であるとは想定していなかった。

以上のような過程で，PBIという手法は，「な
ぜチャンネルを変えるのか」という課題だけで
なく，「どのように見ているのか」を解き明かす
手法としても使えるのではないか，という見通
しが見えてきた。

そしてこのPBIを本格的に実行に移した最初
が，ここに報告する「視聴者は朝どのようにテ
レビを見ているのか」である。

調査方法の実際

PBI調査を実施する際の具体的な手順を簡
単にご説明しよう。前述の通り，この調査を行
うにはあらかじめ留意すべき点が少なくないの
で，今後同種の調査を検討される方が現れた
場合を想定して記録しておきたい。なお，調査
手法に関心のない方はこのくだりを飛ばしてい
ただいて構わない。

◇録画機器の選定

対象者に視聴画面を記録してもらう機器に
は，家庭のテレビに設置してもあまり気になら
ないことを重視してなるべく小型のものを選ん
だ。今回使用したのは韓国COWON社製A3
というHDD録画機で，およそＡ6版の書籍程
度の大きさである。

◇対象者・調査期間

以下に述べるように，PBIは準備段階で多く
の手間と時間がかかる。そのため調査できるの
は1週間あたりにせいぜい2名程度。今回の調
査では3 ヶ月近い期間をかけてようやく16名に
インタビューを行った。
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① 予備調査

対象者のリクルートはまずネットリサーチで
実施した。HDD録画機の設置可否を判断する
のが主な目的である。テレビの型番，周辺機器
の接続状況などを聞いた。その上で，調査が
可能と思われる対象者には電話で，本調査（録
画とインタビュー）の依頼とテレビ受信機の状
況，アンテナ，接続機器の入力状況などを確認
した。

なお，調査の実行上，機器の設置は対象者
自身に依頼することを前提としたため，機器の
状況などについてかなり詳細に聞き込む必要が
あった。そのため予備調査の段階で，こうし
た機器の取り扱いに自信のある人が参加した
可能性がある。実際にインタビューをお願いし
た対象者は，全体として知的レベルの高い層が
多かったという印象を受けたが，上のような事
情が作用していたかもしれない。
② HDD 録画機の送付と設置

テレビの型番ごとの設置マニュアルを用意し，
録画予約済みのHDD録画機とともに対象者宅
に送付して設置を依頼した。それに加えて，電
話による問い合わせ窓口を準備し，万一のため
に訪問設置が可能なスタッフも待機した。
結果として訪問設置は行わなかったが，
問い合わせ窓口は機能した。それでも録
画に失敗したり，欠落したりというケース
が1，2件発生した。
③ 録画

対象者には普段通りに生活してもらう。
録画機の設置期間は1週間とした。
④ 機器の回収

対象者自身で機器を取り外し，調査会
社に返送してもらった。返送日前日には
電話で返送日の確認を行った。

⑤ インタビュー資料の作成

HDD録画機から録画記録をパソコンに取り
込み，画面から視聴番組や時間帯，チャンネル
スイッチ時点などを記録し，2種類の資料を作
成した。
・チャンネルスイッチ時点の記録（図 1）
・番組移動記録表（図 2）

これらは，インタビュー時に録画記録を早送
りしてもよい箇所や，一時停止して詳しく聞き込
む箇所などを判断するために必要である。

調査で実際に使ったものはこの部分にチャンネルを変更した瞬間のテレビ画面をは
め込んだ。すなわちこの部分の上の枠には「やじうまプラス」を出た瞬間の画面，
下の枠には「みのもんた朝ズバッ！」に入った瞬間の画面を縮小して張り付けた。

図 1　チャンネルスイッチ時点の記録

図 2　番組移動記録表

図は横軸に時間の流れをとり，表側に各チャンネルを置き，左から右へ向かう中で視聴者
が実際に視聴したチャンネルを表示してある。
この図は実際にインタビューで用いたもので，チャンネル変更時点については，「変更ポ
イント番号」とその時に経由した（ザッピングした）番組名が表示してあるが，以下の文
中では，煩雑にならないようにそれらを省略して表記した。

おはよう日本

ズームイン

朝ズバ 朝ズバ はなまる

・朝ズバ
・めざまし経由

・あさイチ
・はなまる経由

はなまる経由

・めざまし
・朝ズバ経由

・スパモニ経由

・スパモニ
・はなまる経由

・ズームイン
・朝ズバ経由

・やじうま
  プラス

めざましテレビ（占い）

Eモーニング（株価）

やじうまプラス

スッキリ！！ スッキリ！！

めざましテレビ

BS hi ゲゲゲの女房

スーパーモーニング
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⑥ 再生しながらのデプスインタビュー

インタビューは上記資料作成の翌日に実施し
た。インタビュー時の録画再生にはWindows 
Media Playerを使用。インタビューには1週間

（平日5日分）の録画のうち，記憶に新しい最後
の3日分だけを使った。

なお，対象者に「見ている番組が録画されて
いることが気にならなかったか」と尋ねたとこ
ろ，「最初は気になったがすぐに慣れた」「3日目
くらいから気にならなくなった」などの反応がほ
とんどであったので，概ね自然な記録がとれた
ものと判断した。

  2．PBI のメリットとデメリット

「この調査では，『朝のテレビ』を目の前に持
ち出すことにした」と書いたが，もちろんインタ
ビューの場面に持ち込めるのは「朝のテレビ」
視聴そのものではない。対象者が実際に家庭
で見たテレビ画面の録画記録を提示した場合に

「朝のテレビ」の実態をどれだけ再現できるの
か，その実効性が問われねばならないであろう。

調査方法の開発過程を述べた際に，この方
法がテレビをどのように見ているのかを調べる
のに有効であるとの感触を得た旨に触れた。そ
れは調査担当者の勘や実感というレベルの話
である。そのような勘をよりどころとして，実際
に調査を実施した上で，本論の後半で報告す
るような具体的な調査結果が説得力や納得性
をもたらすことができるとするならば，そこから
翻って調査方法の有効性も補強されるというこ
とになるであろう。

さりながらもう一つの側面として，調査方法
の原理的ないしは構造的な検討からその実効
性を主張するという道筋もあるはずである。そ

れをここで試みてみたい。
ただし現実には理論的な検討を行ったという

よりは，調査を実施する過程で一つ一つ気付い
ていったというのが実態であるので，以下では
PBIのメリットとデメリットを若干の具体例も加
えながら説明するという形でそれに代えたい。

PBI のメリット

① 攪乱のない直接データ

人々の行動や意識に関することを調べる際
に，人間の記憶や意識を経由する形ではなく，
直接的に入手できるデータ＝直接データはあま
り多くない。いわゆる世論調査・アンケート調
査の類は基本的に人間の意識を頼りに調べる
ものである。

我々がテレビ視聴について，その行動や意
識を調べる場合にも，よく使う手法は世論調
査やアンケートであり，あるいはグループイン
タビューやヒアリングなどであるが，こうした
調査の中にも直接データと考えられるものは少
ない。

視聴率については，日記式のものは直接的
ではなく，機械式のものは直接的であると分類
することができるだろう。PBIが利用している
録画データは，この機械式の視聴率データにき
わめて近いものであり，いわばその原素材とも
言えるものであろう。

ここでは直接データと非直接データ，あるい
は視聴率の機械式と日記式の比較を意図するも
のではない。ただ，概して入手することが稀な
直接データを扱っているということは，PBIの一
つのメリットと考えられるのではないだろうか。

実は，直接データと考えられるものを割合手
軽に入手できる調査の場面がある。それは，テ
レビ視聴などに関して行う調査の例では，新番
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組や未放送の番組などを対象者に視聴しても
らった時にどのような表情・反応を見せるのか，
あるいは放送局のホームページを閲覧する時に
どのようにたどっていくのか，などを調べるよう
な場合である。これらはある条件下に対象者
が置かれた場合にどのように行動・反応するの
かということを調べる，いわば「実験的」な調
査である。

それに対して，PBIが扱う録画記録は，対
象者が実生活の中で現実に行っている行動を
記録したものであり，いわば「観察的」である，
という点が異なっている。

観察的な調査の場合，留意すべき重要な点
がある。それは観察対象の行動が普段通りの
自然なものであるか，何か普段とは違うものや
ことによって行動が攪乱されていないか，とい
う点である。

人々の視聴行動を知りたい場合に誰もがすぐ
に考えるのは，テレビを見ている家庭の様子を
ビデオカメラで撮影するといった類の方法であ
る。しかしこの方法では，ビデオカメラという
ものの存在や撮影されているということが多く
の場合に対象者の行動に影響すると考えられる
し，それ以前に，このような調査に応諾する人
が多数派とは考えにくく，応諾する一部の人に
ついてだけ調べた，限定された結果ということ
になる。

これと同じ難点がPBIについても生じないか
どうか，慎重になる必要がある。

まず調査への応諾について，「見ているテレ
ビが録画されることに抵抗を感じる」ということ
で調査に参加しないケースもあった。だが，こ
れはごく少数であった。もっとも，今回の調査
では謝礼を2万円とやや高額にしたことが応諾
率を高めた可能性は否定できない。また，前述

のように，受信機の状況を詳しく聞いたり機器
の設置を依頼したりするなど，調査に参加する
ことが煩

は ん さ

瑣であることが障害となって，一部の
人々を排除している可能性もあり，これらは今
後の課題とすべきであろう。

一方，録画機器が接続されていることや画
面が録画されていることが視聴行動に何らか
の影響を与えたかどうかは，すべての調査対
象者に聞いたが，大半は「気にならなかった」
と答え，やや気になったという2，3のケースも，
前述のように設置当初だけだったという結果で
あった。

以上を総合して，PBIで扱った録画データ
は概ね「攪乱のない直接データ」であると判断
した。

なお，視聴の実態を対象者自身に文字化し
て記録してもらう場合に考えられる問題点には
次のようなものがある。
・ 記録がリアルタイムではなく，あいまいな記憶

を元に作成されていることが想定される。
・ 記憶のたどり方やその正確さは人によって程

度の差がある。
・ 作業の煩雑さや面倒さから，何らかの省略が

生じることがありうる。
・ 印象の強いもの，長年習慣化しているものな

ど，番組選択に明確な根拠のあるものが強
調される。
PBIの録画データはこれらの問題をほぼクリ

アしていると考えられる。

② 喚起できる記憶

自分自身がリアルタイムに見た番組を再度見
ることによって，思い込みや記憶の強弱や頭の
中での抽象化などに左右されることなく，具体
的で詳細な記憶を喚起することができる。
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実際に調査を行っていく中で，通常のグルー
プインタビューやヒアリングと比べてとりわけ明
瞭に感じられた優位点は次のようなことである。

・ 裏チャンネルの意識

視聴者がそのチャンネルを見ている瞬間に，
裏チャンネルで何をやっているのかをどのように
意識しているのか，語ってもらうことができた。
これは録画記録の再視聴以外の方法で聞き出
すことは非常に難しいと思われる。

（CMで一時他局に回したが）まだあっち（元
見ていた局）はさっきの続きをやってると思った
からまだ戻さなかった。で，そろそろと思ってこ
の辺で戻した。（プレ調査30 代男性）

8チャンネルは始まってすぐに小倉さんがしゃ
べるが，それが（長くて）嫌。だから4か10にし
ようかと思ってる。（56歳主婦）

（イタリック体は発言例。以下同様）

このような発言から，各局の番組配置がどの
ようになっていると理解しているのか，視聴者
の頭の中にある番組表を探ることができる。こ
れは，「マインドテーブル」と称して後に分析の
対象としたい。

・視聴時の具体的な行動や意識

朝や夜の食事時や家事がある時などのテレビ
視聴について普通に聞くと，大雑把に「テレビ
はあまり真剣に見ていない」といった発言以上
に詳しいことを聞き出すことが難しい。その主
な理由は，対象者自身の記憶の中にそれ以上
に細かい記憶が出てこないことにあると考えら
れる。だが，録画記録を見ながらだとその時の
具体的な行動や意識を思い出すことができる。

この場面は見た記憶がない。多分，キッチン
の換気扇（の下）に行ってタバコを吸っていたん
だと思う。（プレ調査30 代男性）

この日の夕食はレトルトカレーだったから，キッ
チンに立ったけどテレビからほとんど目を離さず見
ていた。（プレ調査30 代男性）

・正確な時刻やその日の状況など

テレビ放送の内容との関係で喚起される記
憶がある。

この人が出てくると夫がそろそろ出かける時間
になる。（51歳主婦）

③ 詳細に聞く，ということ

調査内容によっては，詳しく聞く，とか，根
掘り葉掘り聞く，ということ自体が案外難しい
と感じることがある。これにはいくつかの理由
が考えられる。例えば，調査対象者の記憶の
限界，表現力の問題，同じようなことをしつこ
く聞かれることに対して飽きてくるなど忍耐力の
問題，あるいは聞き手の能力に関わる質問内
容や質問表現，提示物や選択肢の適否などが
考えられる。特に最後の提示物や選択肢につ
いては，聞き手が想定する回答例と調査対象
者の意識とに微妙なズレがあった場合，そのズ
レを埋めることはかなり難しい。以上，多くの
調査では対象者の能力や聞き手の技量が調査
結果を左右する可能性が大きい。

PBIはこのような問題をある程度免れている
と思われる。

まず対象者の記憶については，実際に見た
番組を再視聴することで大幅に改善する。

表現能力についても，再び見ている番組に助
けられて，この場面について，この話について，
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この人について，などを話題にすることで，対
象者が素で繰り出せる表現能力以上の内容を
語ることができる。

また忍耐力については，今回の調査の場合，
終始「朝のテレビ視聴」という単純な話題を聞
いているだけであるにもかかわらず，見ている
番組が変化し，その時間の流れに沿っているこ
とで，2時間という長いインタビューの間，ほぼ
飽きることも疲れることもなく過ごすことができ
ている様子であった。

一方，聞き手の質問内容や質問表現につい
ても，番組に沿って聞くために，聞き手の技量
に依存する部分は少ない。

最後に提示物は，PBIでは録画記録で一定
している。

また，以上のような単に「詳しく」ということ
とはやや異なるが，次のようなケースを他のどの
ような方法で聞き出すことができるか，ちょっ
と思いつかない。

Ｑ：収納に関心があった？
Ａ：だから「スーパー主婦大整理」を見た。
Ｑ：でも見続けなかった？
Ａ： クローゼットのタイプがうちのとは違ったから， 
　見なくていいかなと思った。

Ｑ：（しかしまだ見ている）これはどうして？
Ａ：よそのお家が気になったから。（43歳主婦）

番組の視聴理由・非視聴理由はこのように
複層的な構造を持っているわけだが，これを通
常の質問の仕方で聞くのはかなり難しいことだ
ろう。

④ 時間の感覚・時間の流れ

時間の感覚を言葉で表現するのは難しい。「つ

まらなかったらすぐチャンネルを変える」「見るか
どうか2，3分は見てから判断する」「チャンネル
はカチャカチャ変えちゃう」このような表現が実
際にどのような時間感覚なのか，ほとんど調べ
る手立てがない。

しかしPBIであれば，現実のチャンネル変更
点が記録されているし，再生視聴しながら「こ
の辺で飽きた」などという発言を取ることもでき
る。これらの記録から視聴に関わる判断や気
分がどのくらいの時間感覚でなされているのか
を調べることが可能となる。

また，各家庭の朝の行動や時間の流れを詳
しく聞こうと思っても，記憶には限界があるし，
仮に聞き出せてもその信憑性の値踏みが難し
い。これについても，テレビ番組の流れをもの
さしにすることで，朝の行動や気分の流れを時
間に沿って再現することができた。その結果，
通常のグループインタビューなどで聞くと，朝を
一括りに「忙しい」とか「ゆっくりテレビを見て
いられない」などと表現されることが多いのに
対して，現実にはかなり細切れの時間単位でせ
わしなさと気分的余裕とが行き来している様子
が分かった。

⑤ その他

PBIの録画記録のようなものの助けがない
と，番組の視聴理由などを聞いても，実際の
発言ではメインの司会者や著名人など想起しや
すい出演者の話や名物コーナーだけが挙って
くることが多く，無名のレポーターやタイトルが
目立たないコーナーなどは，その固有名詞も印
象も思い出せないため発言に挙ってこない。こ
れに対して，実際の番組を見ながらだと，その
時ほんの少し脳裏を掠めた心情などもあぶりだ
すことができる。
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また，同じ対象者の録画記録であっても，日
によって視聴パターンが大きく異なるケースが
あった。このように日により視聴パターンが変
わるという事実，その異なり具合，そしてその
理由などを，他の調査手法で調べることはあま
りやさしいことではないだろう。

PBI のデメリット

「調査方法の実際」で説明した通り，この調
査手法は予備調査，機器の設置，返送，番
組移動資料の作成などインタビュー調査に至る
までの準備にかなりの手間と時間がかかる。一
方，インタビューの実施は対象者の記憶が新し
いうちに行う必要があるので，同じ時期に多数
の対象者について行うことが難しい。

こうしたことからある程度の数の調査結果を
得るためには相当の時間が必要である。また，
同じ時期に聞ける人数が限られるため同じ放送
や番組について調べることが難しく，どうして
も異なる素材を基にした結果を積み重ねること
になる。

そして，それに加えて同じ日の放送であって
も，対象者によって実際に見るチャンネルは異
なるため，発言の内容が雑多なものになりがち
である。これらのことはPBIのデメリット，あ
るいは限界と言えるかもしれない。

  3．朝のテレビ視聴

上記のようなPBIのデメリットを比較的回避
しやすい，ということがこの手法を適用する最
初のテーマに「朝のテレビ視聴」を選んだ大き
な理由であった。

すなわち，朝はテレビ視聴や家族行動など
がかなりの程度に習慣化しているケースが多く，

異なる時期の調査を積み重ねても問題が少な
い。そして，朝は日によって見たり見なかったり
するということも稀で，見ている時間帯やチャ
ンネルの幅もほぼ固定している。また，人によっ
て見ているチャンネルが異なっても，朝は大抵
のチャンネルでニュース・情報系の番組を放送
しており，似たようなテーマを扱っているため発
言の振れも限られる。

このような朝の特性に加えて，さらに最初の
トライアルのハードルを下げるために，性年層
などによる違いを排除するため，朝の家族行動
を全体として語れる人として，比較的時間の余
裕がある専業あるいはパート程度の主婦をイン
タビュー相手とし，調べる家族も平日に出勤す
る夫や通勤通学する子供がいるような，いわば

「典型的」なサラリーマン家庭を対象とした。

調査概要

＜対象者の条件＞
・ 東京都と隣接 3 県在住の 30 ～ 59 歳の主

婦 16 人
・ 平日の朝，普通に通勤する夫と通勤通学す

る子供がいる世帯
・ 朝 6 時～ 10 時の間に 1 時間半以上テレビ

を見ている世帯注）

・ 「テレビのチャンネルを変えることが多いか」
という質問に「とてもあてはまる」または「や
やあてはまる」を選んだ人（PBI はチャンネ
ル変更点以外でも調査が可能であるが，や
はりチャンネル変更点の方が比較的多くの
発言を得やすいため，歩留まりを考えてこ
の条件を付け加えた）

＜実施日程＞
2010 年 7 月 21 日（水）に最初の対象者の録
画を開始し，10 月 8 日（金）に最終インタビュー
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を終了した。この間，朝のタイムテーブ
ルがイレギュラーとなる高校野球放送
中は調査を中断した。

＜日程パターン＞
水・木・金・月・火録画→木曜インタビュー
木・金・月・火・水録画→金曜インタビュー

【朝のテレビ視聴の特性：部分視聴】
キーワードは「部分視聴」

朝のテレビ視聴は，すぐ次に述べるよ
うにさまざまな意味で「部分的」であるこ
とが特色である。

その背景には，テレビ視聴という行動その
ものが朝の行動全体の一部分となっているとい
うことがあるだろう。朝，テレビを見ることは，
それそのものを主たる行動と意識されるケース
はほとんどなく，生活行動全体の中に部分的
に組み込まれているものであったり，付随的な
ものであったりしている。

そのことがテレビ視聴の時間的な面，行動
内容の面，意識的な面などに現れることにより，
以下のような多様な側面の部分視聴が生じるこ
とになる。

四重の部分視聴

部分視聴① 時間的な部分視聴

時間的な部分視聴は，大きく分けて2つの意
味合いがあるだろう。

一つは，番組の途中でもチャンネルが変更さ
れることにより，同一の番組が全体として見ら
れず部分的にしか見られないということ。もう
一つは，仮にテレビがついている間，同じチャ
ンネルが選ばれているとしても，実際には他の
生活行動との関係で，見たり見なかったりして
おり，全部の時間を見ていないという意味での

部分視聴である。
もっとも，朝の視聴者がテレビをこのように

時間的に部分的な視聴を行っていることはほぼ
常識的に知られていたと言ってよいだろう。PBI
によって明らかにされたのはその具体的な実態
である。図3はそうした一例に過ぎないが，上
に述べた2種類の時間的部分視聴のうち第一の
ものの実態をよく示している。

一方，第二の意味での時間的部分視聴は，
視聴者の意識に関わることである。今回の調
査は主婦を対象にインタビューを行っているの
で，ここで見る意識は主に主婦の事情を反映し
たものである。

Ｑ：同じ番組をずっと見続けていた？
Ａ：（画面の人物が）ここでポンチョを着たのは

覚えている。韓国の話は覚えていない。洗
濯機の映像は見たが，折りたためる長靴
は覚えていない。（57歳主婦）

こうした発言を再生画面の進行に沿って聞い
ていくと，朝の主婦がきわめて頻繁に，今見
ている番組に対して興味関心のあるなしを判断
し，そのまま見続けるか，チャンネルをスイッチ

図 3　チャンネル変更が比較的多い事例
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するか，それとも他の行動をするか，瞬間的に
選択している様子が分かってくる。それはほと
んど1分単位と言えるほどのせわしなさである。
その背景には，朝の主婦にとっては，1，2分
後には何か別のことをしなければならない事態
が生じ，テレビを見てはいられないかもしれな
いという意識があるためである。

＜朝の主婦の繁忙感＞

そこで，PBIから見えてきた朝の主婦の繁忙
感をまとめてみよう。

一般に朝の主婦には，実に数多くの用事があ
る。インタビューで挙げられた数々の用事を列
挙してみると（図4），それらを次々にこなさな
ければならない主婦はきわめて多忙なものであ
ると言わざるを得ない。だから主婦たちは口を
そろえて「朝は忙しいからゆっくりテレビを見て
いられない」と言う。朝全体として，その意識
や気分が間違っていると言うつもりはない。

しかしながら，PBIで録画画面を再生しなが
ら，瞬間瞬間にどのようなことをし，一方，テ
レビにどれほどの関心を振り向けていたのかを
聞いていくと，忙しく用事を行っている間は確

かに全くテレビを見ていないが，次の瞬間にテ
レビの内容に関心を持つと，手を止めたまま案
外じっくりとテレビに見入っている時間が続く。
それは概ね朝のテレビ番組が組んでいる一つ
の項目をしっかり見つくす程度になる。その時
間感覚は，インタビューをしながら見ていると，
生理的にはテレビのために腰を据えるのに十分
な時間であると感じられる。

図では主婦の用事を，何時何分までに（ある
いは何分ほどで）終えなければならないという
制約があるかないかで分類してみた。こうして
みると，時間的な制約のある用事が多くを占め
ており，主婦たちは「時間に追われている」とい
う意識を強く持っていると思われる。そしてそ
れらを順序よく手際よくこなしていかなければな
らず，そのような朝という時間を念頭に置けば

「朝は忙しい，テレビなんかゆっくり見ていられ
ない」という発言になるのは自然なことだろう。

しかしながら，実は朝の主婦は結構テレビを
見ている。いや，主婦というものは実に時間の
使い方が上手なのだ，と言った方がいいかもし
れない。ただし朝の時間を思うように使いこな
すためには，主婦自身がその番組（項目）を見

図 4　朝の主婦の用事
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洗濯機のスイッチを入れる
洗濯物を干しに行く新聞・チラシを見る

ネットをみる
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続けるかやめるかを常に自分が決められる裁量
権を握っていなければならない。この裁量権を
駆使するためには，今テレビを見続けても数分
後にはテレビを離れることができるという保証
や自信が持てなければならない。そしてその保
証や自信は，①朝のテレビ番組の項目は数分
の区切りでできている，②仮に見逃してもあき
らめきれないほどの内容ではない，といったこ
とが見積もれることが条件となる。

そのために，時間の長いコーナーや内容が
深い項目は，朝は見難いと感じられ，また15
分間続き毎日連続するドラマは上記の裁量権を
放棄することにつながるため，その負担感を理
由に視聴しない，という人もあった。

朝の連続ドラマが今はやっているのは知ってる
が，その15 分間，拘束されるのが嫌。だから昔
から見てない。（48歳主婦）

ただし，そのような裁量権が強く要求される
のは朝の時間帯の中でも比較的繁忙感の強い
時間帯についてである。今回の調査で対象とし
た，平日の朝に通勤通学する家族がいるような
家庭では，主婦が特に忙しいのは夫や子供が
出かけるまでである。他の家族がいなくなって
主婦が一人になると，繁忙感やテレビを見る自
由度は大きく変わってくる。

その節目は，今回の16人のインタビューの限
りでは，概ね7時台の後半から8時前後にある
ようだ。

部分視聴② 家族いっしょの視聴ではない

朝は大抵の家庭でテレビがついていて，一日
のうちでも最も視聴率が高くなる重要な視聴時
間帯の一つである。しかし前述のようにテレビ

を見ることを主な行動としているのではない。
朝の家庭の様子を思い浮かべてみよう。家

族それぞれが自分の事情にしたがって行動
し，例えばその行動の中心である居間を行き
来している。その居間の片隅でいつもテレビ
がついていて，そのテレビ画面の前をそれぞ
れの家族が通り過ぎる。その時にふとテレビ
に興味を抱くと，自分の事情に合わせてテレ
ビを覗き込む。

16人のインタビューを通して見えてきた朝の光
景は，居間などに置かれたテレビを中心に家族
が集まるといったものではなく，むしろ勝手に
ついているテレビの前を通りかかった人が個人
的に覗いていく，といった様相のものであった。

Ｑ：ご主人の見てる番組はいっしょに？
Ａ：耳だけ。（部屋の見取り図の）こちらに洗濯

機がある。1回は洗濯して干しに行って，（洗
濯の）2回目以降はテレビを見ながらやる。

（51歳主婦）

朝のテレビ視聴は，家族がそろってテレビを
見ているのではなく，家族のうちの誰か一人と
か二人とか，家族の「一部」が見ているという
意味で部分的な視聴となっている。

部分視聴③ Look at TV ＝感覚的部分視聴

テレビを見るという場合，英語ではWatchと
いう動詞を使うと中学校で習った。この動詞は

「見る」というだけでなく，テレビの音も「聞き」，
内容を理解することも含む「視聴」に当たる言
葉であろう。ところが朝のテレビを見ている様
子を聞いてみると，番組内容を全面的に受け止
めるというのではなく，ただテレビ画面をチェッ
クするいわば Look at TV＝ちらっと目をやると
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いった程度の見方がかなり行われている。
なぜそのような見方が行われるかというと，

例えば次のような目的のためである。すなわち，
大きな事件や事故が起こっていないかを確かめ
る，まだ気象情報が始まっていないか確認す
る，鉄道の運転見合わせ情報が出ていないか
を確かめる，などである。Look atしてしっかり
見る必要があると感じたならばWatchに移行す
るわけである。その必要がないうちはしばしば
Look atすることが続くことになる。

また，目を向けるのではなく耳だけを傾けて
いることも多い。「聞く」についても，内容を理
解しようとしてしっかり聞くListen toとただ漠
然と聞いているHearとがある。

Ｑ：ここで4分間NHKを見てる？
Ａ：見てないと思う。とりあえずつけて，耳で

は聞いている。これはNHKだなと思いな
がら。（53歳主婦）

つまりHearしているうちに何か興味を引く言
葉をキャッチするとその瞬間にListen toに移行
する。さらに目で確かめる必要を感じた場合は
Look atし，最後は本格的にWatchに至るとい
うことになる。

朝の生活行動に追われている視聴者は，テ
レビ「視聴」と言っても，実態はWatchよりも
Hearが基調となっており，その都度の番組内容
や生活行動の事情を変数とした方程式が解か
れることによってLook atで終わったり，Listen 
toからWatchにまで及んだりするのである。

このように朝のテレビ視聴は，感覚を全面的
にテレビに振り向けるというより，聴覚の一部，
視覚の一部だけをテレビに割いているという場
面の方が多くの割合を占めている。

Ｑ：この羽田国際化の話題は見た？
Ａ：うろ覚え。多分動きながらだと思う。羽

田だったら安いのかな，なんて聞きながら
やっていた。耳だけで聞いていた。キー
ワードは覚えてる。（46歳主婦）

部分視聴④ 番組要素についての部分視聴

朝のテレビについてよく聞く言葉に「時計代わ
り」というのがある。だが文字通り時刻表示だけ
を見ている場合がある。また時刻表示の周辺に
は各地の天気予報を表示している局も多く，こ
の部分を見ている人もいる。そのほか交通情報
のスーパーを気にしたり，スポーツの結果が画面
の下に表示されるのをチェックする場合もある。

朝テレビをつけて時間を気にしながら，時計
代わりに見ている。ニュースの内容？ 記憶にな
い。（43歳主婦）
　「ズームイン」は電車が遅延したら画面の上に
小さく出るって気付いた。それからは割りと「ズー
ムイン」を見ている。（43 歳主婦）

番組が伝えているメインの内容ではなく，同
時に提供されている部分的な要素だけを利用す
るという視聴形態も朝のテレビ視聴ではよく行
われている。

以上のように，朝のテレビ視聴は本来の意味
の「視聴」には至らない部分的な視聴がその多
くを占めている。

【チャンネルをあまり変えないケース】

調査概要で述べた通り，今回の調査対象者
には比較的よくチャンネルを変える人という条件
を加えたこともあり，図5のように番組の途中
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でもしばしばチャンネル変更を繰り返している
ケースが多い。

それでも時として図6のようにほとんどチャン
ネルを変えていないケースも見られた。実はこ
の二つの図は同一家庭の連続する二日間の結
果である。

16人のPBIで見られた「チャンネルをあまり
変えないケース」はだいたい3つほどのパターン
に分類できそうだ。

パターン① 忙しくてつけっぱなし

まず，ここにあげた二つの図であるが，イン
タビューをしてみると答は簡単だった。普段は
図5のように頻繁にチャンネルをかえているの
だが，チャンネルをかえていない図6の日は家

事が多忙でチャンネルをかえている余裕がな
かったのである。この日はたまたま親戚の子供
が遊びに来ていて，用意する食事その他の家
事もいつもとは勝手が違っていた。

恐らくいつもより会話の量も増えていたであ
ろうから，居間にいた他の家族もあまりテレビ
を見ていなかったかもしれない。忙しかった主
婦は他の家族が見ていたかどうか，記憶が定
かではなかった。この場合，テレビはほとんど
つけっぱなしに近い状態であったと思われる。

パターン② 他のメディアに移行

次の図7は比較的若い34歳の主婦のケース
である。

この家庭では，普段の朝見る番組はほぼ固
定となっていて，他のチャンネルを見たいとい
う気持ちはほとんどない。従って，見ているテ
レビの内容に興味関心を失ってしまった場合，
他のチャンネルにもっと面白いものを探しに行
くということはせず，インターネットの閲覧をし
たり，メールのチェックをしたり，あるいは新
聞を読むという行動に移る。この場合，テレビ
の音から何か興味のあるものが耳に入って来
て目を向けるまでは，テレビはBGM代わりの

図 5　チャンネル変更が多いケース

図 7　34 歳主婦のケース

図 6　チャンネル変更のないケース

朝ズバ はなまる

とくダネ！！

ズームイン スッキリ

とくだね経由めざましテレビ 終了

ズームイン

5：52ON
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ものとなっている。

何をしていても，テレビはつけている。（この
時間は）主人はまだ起きておらず，子供はお腹す
いたと言いながらごろごろしている。もしかした
ら誰も見ていないのかも。（34歳主婦）

パターン③ NHK「おはよう日本」

図8のように，朝のニュースはほぼNHKしか
見ないというケースや，NHKの「おはよう日本」
を見ている間はほとんどチャンネル変更をしな
いというケースがいくつか見られた。

朝，NHKを主に見ている視聴者は，その
時世の中で重大なことや大変なことが起こって
いる場合にNHKはいち早く間違いのない情報
を提供してくれることを期待しているし，そう
してくれるものと信頼している人も多い。つま
りNHKの画面は世の中の緊迫感を正確に反
映していると感じている。けれども大抵の朝は
それほど緊急の事態になっておらず，画面か
らは緊迫感が伝わってこない。その場合，視
聴者はそれを安心サインとして受け取り，同時
にテレビにはそれほど関心を向けなくても大丈
夫だ，という判断をする。その結果，特に関

心のある内容を扱っていなければ新聞に目を
落としたり，夫婦の会話をしたり，あるいは別
の生活行動に意識を振り向ける。

Ｑ：この辺は見ていたか？
Ａ：あまり覚えていない。見ていたのに覚えて

ないものですね。（43歳主婦）

PBIを実施するにあたり，果たして視聴者が
家庭で一度見たテレビをどれほど覚えているの
かということが気がかりであった。しかし，多
くの場合はこちらが驚くほどよく覚えているケー
スの方が多く，上のような発言はかなり少数派
であった。この人の場合，テレビを見ているは
ずだという観念はあるのだが，実際の意識はあ
まりテレビに向かっていなかったのである。

見てない方が視聴率が高い？

以上3つのパターンに共通している点は，テ
レビをあまり見ていない，あるいはテレビに対
する関心度が低い，ということである。ところ
が，ある局をつけたまま，別の局に回さず，し
かもスイッチを消さない，というのがその局の
視聴率を上げることに最も貢献することになる。

つまり，テレビをあまりしっかり見ない人
が視聴率を押し上げる，という皮肉なこ
とが起きているのである。

  4.　朝テレビに求めるものは

以上の報告では，いかに「見ていな
いか」という側面が強調されたきらいが
ある。だが，間違ってはいけない。朝
のテレビ視聴者は見るべきものはしっか
り見ているし，見る見ないとは別の価値

図 8　「おはよう日本」のケース

おはよう日本

スッキリ

あさイチ

9：55 OFF

ゲゲゲの女房

チャンファホンリョン

5：05 ON
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や重要性をテレビに認めている。そのことを付
け加えておきたい。

さて，前節のような見られ方をしている朝の
テレビに，視聴者は何を求めているのか，どの
ようなイメージを持っているのか。そのような分
析が不十分であったと感じている。

そこで最後に，それらの点についての今後の
課題などに触れておきたい。

朝見たい情報

視聴者にとって，朝のテレビに伝えてもらうこ
とが重要だと思っている情報がどのようなもの
なのか，インタビューを総合して試みに図9の
ようにまとめてみた。

多くの対象者に共通していたことは，今は何
時何分か，雨は降らないか，電車は正常通り
動いているか，何か家族や自分にとって危険な

ことは起こっていないか，など，ほとんどがあ
らかじめそれらの「情報」をはめ込む枠が頭の
中にあって，その枠にはめるだけの「はめ込み
情報」とでもいうものである。

ただし，これらは家族が通勤通学で出かけ
てしまうまでに入手済みとしてしまわなければな
らない。

それ以降は，まずその日の自分の行動にとっ
て役に立つ情報，会話に使える情報，などこ
れからの一日に有用な内容が第一となり，次い
で各人の興味関心によって異なる多様な情報に
分かれる。

一方，社会的に重要な情報についても主婦
はみな関心を持っているが，これについては

「夕方のニュースで見る」という人が主流になっ
ている。

朝はこれから始まる一日という未来に目が向
かっており，夕方はまも
なく終わろうとしているそ
の日の過去をせき止める，
という違いがあると言え
るかもしれない。

以上のような，視聴者
の情報ニーズについては
また改めて詳細な分析を
行いたい。

マインドテーブル

視聴者がチャンネルを
回す時，裏で何をやって
いるのかについて何も知
らずにやみ雲に回すとい
うことは少ない。これは
夜の番組についてプレ調
査を行った時にも感じた

朝における重要度
（主に家族向け）

自分の興味

占い

危険情報の
有無

天気

今の時刻

はめ込み情報

凡例

その他の情報

なごみ系
（わんこ）

料理

季節ネタ

流行

芸能

特集
事件

生活情報エンタメ

健康
グッズ・
新商品

経済

新聞
拾い読み 世界情勢・

国際問題

国内 地方 スポーツ

医療

交通情報

図 9　朝主婦が見たい情報とは（円の大きさは欠かさず見る度合い）



47JANUARY 2011

ことであるが，朝については視聴者がさらに正
確に裏チャンネルのことを理解しているというこ
とにはいくつかの理由がある。

まず朝の番組は大半がデイリーの番組であ
るから，曜日による違いがあまりない。そして，
毎日放送しているから接する機会が多くなると
いうことに加えて，どの局も似たような傾向の
番組を放送しているので，どこでも自分が必要
とする情報を入手できる可能性が高いためチャ
ンネルを変更する敷居が低い。このようなこと
から，多くの視聴者は他局が今どのようなこと
を放送しているのか，ということについてかな
り詳しい知識を持っている。

それに加えて，朝の時間帯はこれまで生きて
きた人生のほとんどの時期に必ずテレビを見て
きた記憶があり，自分の中での「視聴史」の積
み重ねを持っている。しかも大抵の局がほぼ同
じような路線の番組を長年にわたって放送して
きている。

「ズームイン」は徳光さんの頃から見ていたから
親しみがある。8は「めざまし」が始まって見るよ
うになって，そちらも長い。あっち見たりこっち
見たりしている。（43歳主婦）

以上のようなことをすべてひっくるめて，視
聴者は各局の放送の見取り図を頭の中に持って
いるのである。この頭の中の番組表，すなわ
ちマインドテーブルはきわめて重層的な構造を
持っているということになり，その上，それが
毎日の視聴行動の中で常に更新されている。

そしてそのようなマインドテーブルのもとで
朝のチャンネル変更行動が行われているわけ
である。

このマインドテーブルの実態や構造について
の分析は，そのもとで行われたチャンネル変更
の記録＝録画記録の数量的な分析や，それと
比較可能な視聴率の分析などと合わせて，後
日改めて行いたいと考えている。

（さいとう けんさく）

注） 平日の朝に成人女性が起床し自宅に在宅してい
る比率を「NHK 国民生活時間調査 2005」で確
認しておきたい。6 時台の前半は 45％前後だ
が，7 時台になると 75％近くに上昇する。一
方，8 時を過ぎると 70％を切り，8 時台後半に
は 55％程度，9 時台になると 50％を切ってくる。


