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一昔前，本を読むか，ヘッドフォンステレオ
で音楽を聞くか，居眠りかの三択だった電車の
中は，携帯電話，携帯ゲーム機などの出現に
より選択肢にメール，ゲームが加わった。そし
て今，ワンセグ機能が大半の携帯電話に標準
装備され，スマートフォンも急速に普及が進む
なかで，テレビ番組や投稿動画サイトといった
動画視聴も可能となった。この携帯端末による
動画視聴は電車の中にとどまらず，レストラン，
喫茶店，オフィスなど様々な場所にまで広がっ
ており，将来的にはテレビ視聴にも影響を与え
ると思われる。
そこで今回，携帯電話やスマートフォン，携
帯ゲーム機などの携帯端末を利用した録画テレ
ビ番組や動画サイトなどの視聴実態を把握する
ため，3つの調査を行った。1つ目は，国民全
体の中で携帯端末による動画視聴がどれくらい
の位置を占めるのか把握するための世論調査，
2つ目が，携帯端末で動画をよく見ている人た
ちを対象に，その利用状況を聞いたインターネッ
ト・アンケート調査である。また，利用状況を
より具体的に把握するため，3つ目の調査として
オンライン・ディスカッションを行った。ただ，
調査の実施にあたっては様 な々利用形態を把握

して量的調査に反映するため，オンライン・ディ
スカッションを先に行い，その結果を参考にし
ながらインターネット・アンケートを実施した。
以降，世論調査，インターネット・アンケート調
査，オンライン・ディスカッションの順で各調査
の結果を報告するが，調査の概要はそれぞれ
の報告の冒頭で紹介する。

  1.  世論調査

調査時期：	2010 年 9月2日（木）～12日（日）
調査対象：	全国 20 歳以上の国民
調査方法：	個人面接法
調査相手：		4,000人　住宅地図を使った層化

3 段無作為抽出（誕生日法）
有効数：	 1,314 人（32.0％）
　

2 大機能は通話とメール
まず携帯電話の利用率だが，携帯電話を利
用している人が83%，利用していない人が17%
で，利用している人が8割を超える（図1）。男
女とも50歳代までは利用率が90%を超えてお
り，女30代は100%である。日常生活のなかで
携帯電話を持っていない人を探すのが難しいほ

オンエアに限らないテレビの視聴
～携帯端末による動画視聴に関する調査～
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図 1　携帯電話の利用率
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どの高い利用率である。
携帯電話には電話としての機能以外に，電
子メールや音楽プレーヤーなど様々な機能があ
る。携帯電話を利用している人に，どのような
機能を使っているか複数選択で聞いたところ，
最も多かったのは「通話」99%で，次いで「メー
ル」80%，「インターネット」31%となった。「ゲー
ム」は11%，「音楽プレーヤー」10%である。携
帯電話という名称からして「通話」がほぼすべ
ての人に使われているのは当然として，「メール」
も8割の人に使われている。「通話」「メール」が
携帯電話の2大機能という結果である。
携帯電話の利用頻度はどの程度なのだろう

か。携帯電話の利用者に，通話やメールといっ
た機能に限定せずに，携帯電話のなんらかの
機能を利用している頻度を聞いたところ，最も
多かったのは「ほとんど毎日」（78%）であった。
その他「週に3～ 4回」は12%，「週に1～2回」
が8%である。「ほとんど毎日」が圧倒的に多く，
携帯電話は日々の暮らしに“なくてはならない
物”になっていることが分かる。そこで，「携帯
電話をほとんど毎日使っている」と答えた853人
に，1日の利用時間をたずねた。最も多いのは
「30分くらい」の63%で，次が「1時間くらい」の
21%である。「1時間」以上利用する人を合計す
ると37%になり，携帯電話を利用しない人も含

めた全体での割合は24%である。2割を超える
人が，平均で1日に1時間以上利用する機器と
いうのは，テレビ以外他に何かあるのだろうか。

携帯でテレビの録画を見たことのある人は 8%
テレビ番組やインターネットの動画などを見る
ことのできる携帯機器は，どの程度普及してい
るのだろうか。「ワンセグを見ることのできる携
帯電話（ワンセグ携帯）」，「iPhoneなどのスマー
トフォン」，「PSPなどの携帯用ゲーム機」の3つ
の選択肢を示して，利用しているかどうか複数
選択で聞いた。群を抜いて多かったのはワンセ
グ携帯（32%）で，その他のスマートフォン（3%）
とゲーム機（2%）は少数である。また，「利用
しているものはない」は64%であった。テレビ
やインターネットの動画など，何らかの動画を
見ることができる携帯端末を利用している人が
1/3，利用していない人が2/3ということになる。
動画を見ることができるなんらかの携帯端末
の利用者469人に，その端末を利用して，録画
したテレビ番組を見たことがあるかどうか聞い
たところ，22%が「見たことがある」と答えた。
調査相手全員の中での割合は8%になる。そ
の「見たことがある」と答えた103人に，どんな
ジャンルの番組を見たかたずねたところ，ニュー
スが35%で最も多く，次いでドラマ32%，バラ
エティー25%，スポーツ19%，映画18%となっ
た。ニュース，ドラマが録画テレビ番組の人気
番組ということになる。
動画のもう一方の主軸であるインターネットの
動画サイトは，どの程度利用されているのだろ
うか。同じく，動画を見ることができるなんら
かの携帯端末を持っている469人に，その携
帯端末を利用してYouTubeやニコニコ動画な
どの動画サイトを見たことがあるかどうか聞い
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図 2　動画サイトで見られているテレビ番組と
アマチュア動画の割合

　　　（動画サイト利用者　n=112）
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た。見たことがある人は24%で，調査相手全
員の中での割合は9%となる。前述の録画テレ
ビ番組を見ている人とほぼ同じ割合である。こ
の，携帯端末で動画サイトを見たことがあると
答えた112人に，見た動画サイトの内容はテレ
ビ番組（一部も含む）を録画したものが多いか，
それともアマチュアが投稿した動画が多いかを
聞いた。テレビ番組の録画の方が「ずっと多い」
23%，「多い」15%，投稿動画の方が「ずっと
多い」11%，「多い」38%で，「どちらも同じくらい」
は6%であった（図2）。「ずっと多い」と「多い」
を合計するとアマチュアの投稿動画派が48%，
テレビ番組派が38%で，投稿動画の方が多い
が，テレビ番組を動画サイトへアップしたもの
も，それなりに見られている。
次に有料動画の利用率を探るため，動画を
見ることができる携帯端末を利用している人
に，その携帯端末を利用して有料の動画を見
たことがあるかどうか聞いた。有料動画を見た
ことがある人は6%で，動画を見ることができる
携帯端末を持っていない人も含めた全体での割
合は2%である。携帯端末による有料動画の利
用は，まだ普及初期の段階にあると言ってよい。

半数を超えるインターネット利用
携帯端末に限らずパソコンでの利用も含めて，

インターネットの利用をたずねたところ，利用し
ている人は54%であった。インターネットの利用
率は男女でみると男の方が高い。性年層でみる
と40代までは男女で差はないが，50代以上に
なると男が高くなっている。従って，男女の差は
50代以上の部分に起因することになる。職場で
必要に迫られて使い始めた人の割合が多いとい
うことなのだろうか。いずれにせよ，全体で利
用している人が半数を超えているということは，
今やインターネットは新し物好きの特殊な“代物”
ではなく，日常生活のなかでそれなりに重要な
ポジションを占めていることを明示している。

  2.  インターネット・アンケート調査

調査時期：	2010 年 9月16日（木）～21日（火）
調査方法：	インターネットによるアンケート
調査対象：		全国の20 代から50 代までの男女

で，録画したテレビ番組を携帯端
末で週に1回以上視聴している人

調査相手：		調査会社に登録しているモニター
40,000人の中から，録画したテレ
ビ番組を携帯端末で，週に1回以
上視聴している人 1,839人（5%）を
抽出し，年齢による割り当て等を考
慮して調査相手1,000人を選定

調査数：	 	1,000人（20 代から50 代まで各年
層男女別に125人）

よく見るのはニュース，ドラマ，バラエティー
まず，テレビ，新聞，パソコン（PC）を使っ
たインターネット，携帯電話を使ったインターネッ
トの4つのメディアの平日の利用について聞い
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た。インターネットの時間は，メールに使った時
間を除いて答えてもらった。テレビの視聴時間
は2時間，3時間がともに22%で最も多く，加
重平均による平均視聴時間は3時間1分であ
る。新聞の閲読時間は30分未満が40%で最も
多く，次いで30分が25%，1時間が13%であ
る。「まったく読まない」は11%である。平均閲
読時間は28分である。
PCによるインターネット利用は2時間（21%）
が最も多く，次いで3時間が18%，1時間が
17%である。携帯電話によるインターネットの
利用時間は，30分未満が44%で群を抜いて多
く，次いで30分が14%，1時間が11%となって
いる。平均利用時間はPCが2時間43分，携
帯が36分である。同じインターネットでもPCと
携帯では使い方が違うことがわかる。
見ているテレビ番組のジャンルを「よく見る」

「ときどき見る」「あまり見ない」「ぜんぜん見な
い」の4段階に分けて答えてもらい，「よく見
る」で順位付けすると，ニュース70%，ドラマ
38%，バラエティー36%，映画28%となる。
ニュースは「ときどき見る」を合計すると96%
となり，ほとんどの人が見ているという結果に
なった（図3）。
パソコン歴は，選択肢のうちで最も長い「10
年以上」が67%で最も多く，次いで「7年」が

12%，「5年」が10%と，短くなるにつれて数字
が低くなる。録画番組を携帯端末で見るという，
新しい機器を自在に使いこなしている感のある
人たちは，やはりパソコンも使い始めたのが早
かった，ということであろう。
インターネットでの検索に，パソコン（PC）と
携帯電話のどちらを多く使うかとの問いに対し
ては，「PCの方がずっと多い」76%，「どちら
かといえばPCの方が多い」15%で，合わせて
91%が「PCの方が多い」と答えている。この調
査に回答している人たちはPCでのインターネッ
ト利用が前提条件となっているので，PCへの
偏りは当然といえば当然である。携帯端末での
インターネットは外出時など，PCが使えない状
況での一時しのぎという使い方が多いのだろう。

使われている携帯メール
使っている携帯電話の台数は，1台が79%，
2台が16%，3台以上が3%であった。2台以
上の携帯電話を使っている人はほぼ2割だが，
1台あれば十分だろうという人もいれば，仕事と
プライベートでは電話番号を変えたいから2台
必要だ，新しいタイプの携帯端末を試したかっ
たから3台になった，という人もいるだろう。ラ
イフスタイルが携帯電話の台数には関係してい
るのかもしれない。携帯電話の様々な機能の
うち，よく使われるのはどの機能なのだろうか。
複数選択で聞いたところ，「通話」93%，「電子
メール」91%，「インターネット（検索）」57%，「音
楽プレーヤー」35%，「ゲーム」31%となった（図

4）。前述の世論調査の結果と同様，通話とメー
ルが携帯電話の2大機能ということになるが，
他の機能は世論調査の結果に比べて大幅に高
い数字を示している。インターネット（検索）は
6割近くに達し，「音楽プレーヤー」や「ゲーム」

図 3　よく見るテレビ番組のジャンル
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図 7　携帯端末への取り込み方法
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の利用率も，通勤電車の中での様子を思い浮
かべるとうなずける数字である。
携帯電話を電話として利用している頻度は，

「1日に2～3回」が22%で最も多く，次いで「週
に1～ 2回」17%，「1日に1回」16%となった

（図5）。「1日に10回以上」は11%。この回数は，
他人からかかってくる分は除き，自分がかける
回数だけで答えてもらったものである。「1日に

10回以上」という11%の人にとっては，生活必
需品ということになろう。携帯電話によるメール
の利用頻度は，「1日に2～3回」が27%，「1日
に10回以上」20%，「1日に4 ～ 5回」19%で
ある（図6）。「1日に2～ 3回」が最も多いのは
電話機能と同じだが，電話と違ってメールの場
合は，2位以下に，より回数が多いものが続く
のがメールの特色である。この回数は電話と同
様に，自分から発信した回数をカウントしたも
のである。

直接受信して録画が半数超え
携帯端末で録画番組を見ている人は，どのよ

うな方法で録画番組を携帯端末へ取り込んでい
るのだろうか。「携帯端末で直接受信し録画し
ている（直接録画）」「テレビや録画機で録画し
携帯端末へコピーしている（テレビからコピー）」
「パソコンで録画し，携帯端末へコピーしている
（パソコンからコピー）」の3つの方法を提示し，
主に行っている方法を1つ選んでもらった。最も
多かったのは「直接録画」（55%）で半数以上を
占め，次いで「テレビからコピー」（27%），「パソ
コンからコピー」（16%）の順である（図7）。直
接録画している人に複数回答でその理由を聞い
たところ，「操作が簡単だから」が84%で圧倒

図 4　携帯電話でよく使う機能
　　　（携帯電話利用者　n=979）

図 5　電話としての利用頻度	（通話機能利用者　n=913）

図 6　メールの利用頻度（メール機能利用者　N=890）
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的に多く，次に「録画機やパソコンから移すの
が面倒」が21%，「いつも携帯端末でテレビを
見ているから」が18%であった。操作が簡単だ
から直接録画しているということである。
テレビやパソコン経由という，直接受信以外
の方法をとっている人にもその理由を聞いた。
最も多かったのは「テレビやパソコンの録画の
方が簡単だから」（64%）で，「直接録画では電
波が途切れることがあるから」は33%，「たくさ
ん録画できるから」は29%であった。直接録画
にしろ，テレビやパソコン経由にしろ，「簡単で
やり易い方法だと思うからその方法を選んでい
る」という理由が飛びぬけて多い。「直接録画」
を忌避する理由として「電波の途切れ」を挙げ
る人が33%もいるのは，それだけ痛い目にあっ
た人がいるということなのだろう。

好きな時にどこででも見たい
それだけの手間暇をかけて携帯端末へ取

り入れて，どのような番組を見ているのだろう
か。ジャンル別では，「ドラマ」（45%），「バラエ
ティー」（38%），「映画」「ニュース」（各30%）な
どが上位を占めた。次に，「旅番組」「韓流ドラ
マ」などもう少し具体的な内容をタイトルにした
6番組を示し，「よく見る」「ときどき見る」「あま
り見ない」「ほとんど見ない」「見たことがない」
までの5段階で視聴状況を聞いた。「よく見る」
で最も多かったのは「旅番組」「お笑いタレント
が出るゲームやクイズ番組」（各15%）で，次い
で「美味しいレストランや名品などの紹介番組」
「歌番組」（各11%），「ペットや動物が出る番組」
（10%），「韓流ドラマ」（9%）である（図8）。「よ
く見る」と「ときどき見る」を合計した数値でも
この順位は変わらない。そこでよく見る具体的
な番組名を聞いたところ，最も多かったのが「ア

メトーーク」で，その他「ゲゲゲの女房」「ガイ
アの夜明け」「龍馬伝」「ホタルノヒカリ2」など
が挙げられた。しかし，ひとつの番組名として
は特定できないものの，「アメトーーク」をはる
かにしのいで多かったのが「ニュース」である。
ニュースは「NHKニュース7」「報道ステーション」
といった正式な番組名を把握していることはま
れなため，「ニュース」という表記になったもの
と思われる。同様によく見られているはずの「旅
番組」も，「世界ふれあい街歩き」「いい旅夢気
分」などのタイトルが散見される程度で，あとは
「旅番組」とひとくくりにされている。視聴者に
とっては，具体的な番組名より紹介されている
場所が大切，ということなのだろう。
携帯端末で見る理由で最も多いのは，「好き

なテレビ映像を，好きな時にどこに居ても見た
いから」（58%）である。そのほかの理由は「仕
事や家事の間の細切れな空き時間の活用のた
め」が32%，「録画がたくさんあり過ぎて家のテ
レビだけでは見きれないため」が17%，「携帯端
末で録画した好きなテレビ番組を見ると元気が
出てくるため」が14%である（図9）。携帯端末
を使って自宅外でテレビ番組を見ていて，ひょっ
としたら体験しそうな出来事を4つ提示し，実
際に経験したことがあるかどうか聞いた。高い

図 8　携帯端末でよく見る録画番組
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図 10　動画はオンライで見るかオフラインで見るか 
（動画サイト利用者　n=358）
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53%

順に並べると，「思わず大声を出してしまった」
（20%），「友達や同僚と一緒に見て盛り上がった」
（15%），「感動して涙が止まらず困った」（14%），
「電車やバスで隣に座った人が覗き込んできた」
（11%）となる。「該当するものはない」は55%で
あるから，裏をかえせば4割以上の人は何らか
の経験をしているわけである。電車やバスで隣
の人が覗き込んでくるのを，1割の人が経験して
いるのも高いといえば高いと思われる。自由回
答の中には，「笑いをこらえるのが大変だった」
など“笑い”に関する経験が散見された。

携帯端末での動画サイト視聴は 4 割
次に，同じ携帯端末を使ったインターネット
の動画サイトについて，利用状況を調べた。携
帯端末でYouTubeやニコニコ動画などの動画
サイトを見た経験は，「ある」が39%，「ない」
が61%である。視聴経験のある人は年層別で
はっきりとした違いがあり，若年層ほど高くなっ
ている。インターネットの習熟度と関連が高い
ことによると思われる。
携帯端末で動画サイトを見るとき，インターネッ

トにつなげて見ることが多いか，それとも録画し
たり端末へ取り込んだりしてオフラインで見るこ

とが多いのかを聞いた。インターネットにつなげ
て見る人が，「ずっと多い」と「どちらかといえば
多い」を合計すると77%，取り込んで見る人が
12%，どちらも同じくらいが11%で，インターネッ
トにつなげたまま見ている人がはるかに多い（図

10）。インターネット料金は月額定額制が大勢を
占め，また屋外でインターネットを利用できるイン
フラの整備が進んでいることが，オンラインによ
る動画視聴の要因になっていると思われる。
携帯端末を使って他人に動画サイトを見せた

ことがある人は51%である。見せたことがある
人182人に，他人に見せることによってその場が
盛り上がった経験があるかどうか聞いたところ，
92%が「ある」と答えている。見せたことがある
人がほぼ半数，盛り上がった経験はその半数の
9割ということなので，携帯端末で動画サイトを
見ている人の2人に1人は，自分だけで楽しむの
ではなく，他人と一緒に盛り上がりたいと思って
いるという結果である。実際の例としては，「職
場で小惑星探査機はやぶさの地球への帰還の
映像を見て」などが典型的だが，「出先でぐずっ
ている子供にお気に入りの動画を見せたら，機
嫌がよくなった」という使い方もあるようだ。

図 9　携帯端末で見る理由
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（インターネット調査）
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人気があるプロモーション・ビデオ
見ている動画サイトの内容はテレビ番組に関
するものが多いのだろうか，それとも一般の人
が撮影した投稿動画が多いのだろうか。どち
らが多いか聞いたところ，「テレビ番組に関す
るものの方がずっと多い」27%，「どちらかとい
えばテレビ番組に関するものの方が多い」34%
で，テレビ番組派は61%である。それに対し
「一般の人が撮影したものの方がずっと多い」
は5%，「どちらかといえば一般の人が撮影し
たものの方が多い」8%で，一般人撮影もの派
は13%である。「どちらも同じくらい」は26%で
ある。前述の世論調査では一般人撮影派の方
がテレビ番組派より多少多かったが，このアン
ケートではテレビ番組派が圧倒的に多数を占め
ている。録画したテレビ番組を携帯端末で週
に1回以上見ている人を対象にした調査である
から，テレビ番組に関心が高いのは当然とい
えば当然であるが。
それでは動画サイトにあるテレビ番組は，ど
のようなジャンルが人気があるのだろうか。よ
く見るジャンルを聞いたところ，最も多いジャン
ルは「バラエティー」（43%）で，以下「ドラマ」
（38%），「ニュース」（36%），「映画」（30%），「ア
ニメ」（25%）となっている。
動画サイトにある過去のテレビ番組やプロ
モーション・ビデオなど5つの動画について，
携帯端末を使って見ているかどうかを聞いた。
見方については，「よく見る」「ときどき見る」「あ
まり見ない」「ほとんど見ない」「見たことがない」
の5段階を設定した。「よく見る」が多い順に
並べると，「好きな歌手のプロモーション・ビデ
オ」（25%），「好きな歌手のでる歌番組」（20%），
「昔好きだった日本ドラマ」（19%），「昔好きだっ
た海外ドラマ」（16％），「昔好きだったアニメ」

（15%）となる（図11）。「歌手のプロモーション・
ビデオ」そのものがテレビではあまり放送され
ないため，好きな歌手のそれをインターネットの
世界に求め，携帯端末に取り込んで楽しんでい
る，という図なのだろう。

おもしろい映像が見たいから
投稿動画の中で，テレビ番組ではなく一般
の人が撮影した動画については，利用者は何
を求めているのだろう。素人ビデオにも，「びっ
くりする映像」や「おもしろい映像」など様々
な映像があるだろうが，ここでは以下の4種類
に大別し，どの映像を一番多く見るか聞いた。
多い順に並べると，「おもしろい映像」（54%），
「びっくりする映像」（15%），「きれいな映像」
（10%），「めずらしい映像」（9%）となる。投稿
動画の人気の中心は，「おもしろい映像」であ
る。携帯端末で動画サイトを見ている人のうち，
一般の人が投稿した動画をまったく見ない人は
12%である。
一般の人が投稿した動画を携帯端末で見て
いる人は，実際にどんな内容の投稿動画を見
ているのだろうか。見ている人315人に11種類
の動画を提示し，5段階評価で見ているかどう
かを聞いた。「よく見る」が多いのは「動物が

図 11　携帯端末でよく見る動画
（動画サイト利用者　n=358）
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面白い仕草をする映像」（25%），「事件や事故
の映像」（18%），「素人（投稿者）が作ったアニ
メ」（17%），「実験の映像」「ヨガやエクササイ
ズの映像」（各15%）などである（図12）。

  3.  オンライン・ディスカッション

オンライン・ディスカッションはインターネット
掲示板を利用して，参加者が司会者からの質
問に答えたり，参加者同士で意見を交わすイン
ターネット上の座談会である。調査の概要は以
下のとおり。
調査時期：	2010年 8月31（火）～9月2日（木）
調査対象：	20 代から 40 代の男女で
	 ①	携帯端末を使い，録画したテレビ

番組を週に2～3回以上見る人
	 ②	携帯端末を使い，インターネット

の動画サイトの動画を週に 2～
3回以上見る人

参加者の選定：		調査会社に登録しているモニター
に対して予備調査を行い，①また
は②の条件に適合する人を抽出

参加人数：	4グループ，45人（①，②を別グルー
プとし，男女別に実施）

	 ①女 11人，男11人
	 ②女 10人，男13人

ディスカッション4グループについて①女性
でテレビ録画を見る人，②男性でテレビ録画を
見る人，③女性でネットの動画サイトを見る人，
④男性でネットの動画サイトを見る人の順で紹
介する。

「スキマ時間」の活用
女性のテレビ録画に関するディスカッション
参加者は11人，20代4人，30代3人，40代
4人である。なぜ携帯電話に録画するように
なったかをたずねたところ「仕事と家事に追わ
れているが，途中で1時間くらいの空き時間が
できるので，その時間を活用しようと携帯電話
にテレビ番組を録画した」（40代女性）という
発言があった。この発言に「スキマ時間の活
用」（30代女性）や「レジ待ちの間も見ている」
（30代女性）という同意の声が上がった。女性
は「スキマ時間」が多いというのが共通の認識
で，会社にいても事務所の電話当番を割り当
てられたり，銀行で送金を頼まれたりして待ち
時間が多い。また女性は子どもや夫から電話
がかかってくるので，いつも携帯電話が手放
せない。この「スキマ時間」と「電話待ち」を
生かして携帯電話に録画したテレビ番組を見
るのである。このように，女性の置かれた状
況が携帯電話の活用につながっている。携帯
電話を使いこなしている彼女たちだが，使い
始めのきっかけは偶然だという。新機種に変え
てみたとき，いろいろいじっていたらテレビ番
組を録画できる機能があることを「発見した」
（20代女性）という。
携帯電話を使って録画番組を楽しむ裏には
苦労がある。まずワンセグ携帯電話でテレビ
番組を録画するためには，安定して受信できる
場所を探す必要がある。「家の中では確実な受

（インターネット調査）
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図 12　見られている投稿動画
（投稿動画を見ている人　n=315）
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信ができないので，洗濯をするときにベランダ
に携帯電話をおいて録画したりするなど工夫し
ている」（20代女性）。苦労に関するもうひとつ
の問題はバッテリーが持たないことだ。通勤や
昼休みといったまとまった時間をすべて視聴に
あてているとバッテリーが落ちてしまう。そこで
「職場には充電器，バッグには予備のバッテリー
パックを入れている」（30代女性），また「車で
通勤の時には，かならず車内の電源から充電し
ている」（30代女性）などバッテリーの管理に苦
労している。
ディスカッションに参加した11人のうち30代

と40代の3人が熱心な韓流ドラマファンだった
が，韓流ドラマは家で見るという。「電車内で見
ているうちに感動して泣いてしまったことがある」
（30代女性）という人もいて，好きな韓流ドラマ
は他人の目を気にせず家で見たいというわけだ。
しかも韓流ドラマは放送されているだけで相当
な時間数になるので，これを全部家でチェック
するとほかの番組，つまり日本のドラマやバラエ
ティーを見る時間がなくなってしまう。そこで携
帯に,「これらの番組を録画しておいて通勤時間
中に見るようにしている」（40代女性）という。
また子どもをあやすために使うという人も多
い。「携帯にアニメを録画しておいて出先で見せ
る」（20代女性）。外で音を出すわけにいかない
ので「二股のイヤホンアダプターを使って親子
で聞く」（30代女性）。音を出さないマナーを守
るように注意しているので，子どもに見せるの
は意外と場所が限られる。
このほか，短い番組を見ている人が多い。な
かでも音楽番組が好まれていて，好きな歌手の
出ている歌番組やプロモーション・ビデオが見
られている。音楽番組を聞くのは気分転換のた
めで「名曲アルバムや好きなアーティストの演奏

を録画しておいて，気分に合わせてみる」（40
代女性）。このほかに実用番組もよく見られて
いる。人気があるのは旅グルメ番組や，料理の
作り方で「やっぱり料理番組などが王道」（40
代女性）だという。

チャンネル権がない
男性のテレビ録画についてのディスカッション
には11人が参加した。20代が2名，30代が4
名，40代が5名という構成である。男性たち
の特徴は，最初から家で録画した番組を携帯
機器で見る計画を立てていた人が多い。大容
量のHDD録画機からメモリーカードを経由して
携帯機器で視聴できるようにする。このため同
じメーカーの機器を購入する。さらにUSBのワ
ンセグチューナーを使ってパソコンに録画し携
帯用にエンコードする人もいる（20代男性，30
代男性）。複数のチューナーを使えば時間が重
なっている番組でも録画できる。画質にもこだ
わりがあり動画変換の際には映像を重視した
ビットレートの割り当てを行ったり，音声を重視
した変換をしたりする。その理由は「できるだ
けたくさんの録画を入れておきたいから」（20代
男性，30代男性）。画質についていえばPSP1）

がHDD録画機との相性も良いので好まれてい
るようだがiPhone2）やiPad3）の利用者もいた。
なぜ録画して見るのか？	その理由は「チャン
ネル権が無い」（40代男性）からだという。茶
の間のテレビで自分の見たい番組を見ることが
できない。自分用に録画した番組も茶の間に
ある大画面テレビでは見られないから携帯で見
るという。
どのような番組を録画しているのかをたず
ねたところ具体的に名前が挙がったのがTBS
の「がっちりアカデミー」とテレビ朝日「そう
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だったのか！	池上彰の学べるニュース」，テレ
ビ東京の「カンブリア宮殿」と「ルビコンの決
断」などだった。情報量の多い番組が好まれ
ていることが分かる。女性たちと共通して好ま
れているのがグルメ番組だ。30代男性は「夕
方のニュースで紹介される飲食店情報を録画
することが多い。新宿や池袋というタイトルを
付けておいて，出かけたときに「録画を見なが
ら店を探す」（30代男性）という。家族サービ
スにも使えるようにテレビ東京の「『ドライブ	
A	GO!	GO! 』を録画する」（30代男性）。その
ほかに紀行番組も好まれている。録画した番
組を見ながら町を散歩するのがおもしろいとい
う。テレビ朝日の「ちい散歩」を録画して「番
組の進行通りに歩いてみたら地元なのに通っ
たことのない道や知らなかった場所があるの
でびっくりした」（30代男性），「地元の駅でも
自分の生活エリアと反対の商店街を歩くと発見
がある」（20代男性）など，紀行番組を録画し
て現場に持ち出すとおもしろい発見があるとい
う。このほかに20代男性から「AKB48の出
演番組は全部録画する」，「『けいおん!	』のよ
うなアニメを録画して，疲れたときに見る」と
いう話題が出た。実用的な情報番組と気分転
換に役立つ番組が求められている。

ネットの動画サイトを見る人たち
ここまではテレビ番組という一般になじみ深
いコンテンツの見方を紹介してきたが，次に取
り上げる2グループは，放送以外の，つまりネッ
トで手に入れるコンテンツを好んで見るグルー
プである。この人たちもテレビを見ているがネッ
ト動画に強い興味を持っているというグループ
である。まずネット上の動画サイトをよく見る女
性たちから意見を聞いてみた。

スマートフォンで生活が一変
女性の動画グループは20代2人，30代と40
代がいずれも4人の合計10人である。この女性
たちがテレビ録画グループと異なるのは7人が
スマートフォンを愛用していることである。彼女
たちは異口同音にiPhoneを手に入れてから生
活が一変したという。それまではパソコンの前
にかじりついていたが，スマートフォンを使うよ
うになってから出先で見たい時に動画サイトを
見ることができるようになったという。
このグループの中で3人は携帯電話を使って
いる。その理由としては電話会社を変えたくな
いということと，動画に特化した携帯電話の画
質が非常に気に入っているからだという。
利用しているサービスはYouTubeとニコニコ
動画が多い。利用する動画は大きく2つに分か
れる。1つは実用的なものでアマチュアの投稿
ビデオである。もう1つはプロの映像で外国の
テレビ番組のものである。
実用的なものとして例に挙げられたのは「ダ
ンスの振り付け」（20代女性），「エクササイズ」
（40代女性），「髪型のアレンジを見る」（40代
女性2人と20代女性）などであった。このほ
かに人気があるのはMAD4）と呼ばれるアマ
チュアの投稿ビデオ作品である。これは既存
の映像を再編集したり，音を入れ替えたりし
て制作された作品だ。MADが普及するには
ヴォーカロイド 5）の初音ミク6）が果たした役割
が大きかったという。また最近の話題では大作
「ロードオブザリング」をわずか10分にまとめた
再編集版「忙しい人のためのロードオブザリン
グ」が人気を呼んだという。
アマチュアの投稿ビデオ以外で見られている
のが「外国のテレビ番組」である。この外国と
は韓国のことを指している。韓流スターの出る
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韓国のテレビ番組が見られているのだ。これ
にもMADがあり，音楽に合わせていろいろな
場面の韓流スターが見られるので楽しいという
（40代女性）。スマートフォンではMADがよく
見られているが，MADの流行は母親から子ど
もたちへと拡がっているらしい。子どもたちの
携帯でもMADを見ることはできるが，パケッ
ト定額契約をしていないので，自分の携帯で動
画を見ることは少ない。いまのところ子どもたち
は，お母さんのスマートフォンを借りて動画を見
ているという。家庭の中ではお父さんがビジネ
スに強いdocomo携帯を持ち，子どもたちがau
携帯を持っていて，お母さんはスマートフォンを
使ってネットの動画を見ているが，次第に家中
の携帯がスマートフォンに置き換わりつつあると
いう。YouTubeやニコニコ動画に代表されるネッ
ト動画がスマートフォンと結びついて新しい流れ
を生み出しているようである。

ネットで見る生放送
動画サイトをよく見る男性グループのディス
カッションには13人が参加した。構成は20代
が5人，30代が3人，40代が5人である。
テレビ録画をしている男性グループが家庭テ
レビの延長であるのに対して，このグループは
ニコニコ動画を愛好している人が目立つ。持っ
ている機器もiPhone4が多い。「基本的にはパ
ソコンでニコニコ動画を見ているが，パソコン
の前にいる時間は限られるので携帯を使ってい
る」（30代男性）。携帯に送られてくるニコニコ
動画の告知を見て携帯電話で視聴するという。
ただし携帯電話では見られる時間が短いので，
帰宅後にパソコンで全編を確認する。
録画はあまり考えていないという。必要なと
きはサイトにアクセスすれば足りるからだ。「友

人たちと話題にするときもURLを知らせるにと
どめる。著作権が絡むのでダウンロードを控え
ている」（20代男性）。
いつでもネットの動画を見るためにスマート

フォンや携帯電話を持ち歩いているので，時間
のスキマができれば動画をチェックする。内容
はアーティストのプロモーション・ビデオや好き
なアニメ（子どものころ見たアニメ）やヒーローも
のが多い。会社の同僚には，このような話題は
交わさない。「興味が細分化しているから話が
かみ合わないことが多い」（40代男性）からだ。
年代が違うと通じない話が多いので家族にも動
画の話題はしない。むしろ同好の人と情報交換
したりブログに書くということがメインになる。
パソコンとスマートフォンを分けているわけで
はなくてパソコンがあればパソコンで見る。た
だしポケットの中に入れておけるスマートフォン
は使用する頻度が圧倒的に多い。気持ちとして
はパソコンがメインであるが，実際に使う機会
はスマートフォンだ。自分たちはネットの住人だ
と考えている。iPadが出てからパソコンの出番
はぐっと減ってきたという。
既存のメディアについて言えばテレビなどは
情報を伝えるものであり，動画サイトは「楽しむ」
もので性格が違うと考えている。
ニコニコ生放送 7）に関心が集まっているが，
最近はさらに外出先で生中継をする「外配信」8）

に注目している（40代男性）。
ニコニコ動画やニコニコ生放送，ユーストリー
ム9）などは「おもしろい」。これらは「リアルタイ
ム」という魅力を持っている。投稿動画に関心
が集まっている背景にはテレビがおとなしくなっ
たからではないかという意見も出ていた。「昔の
バラエティーなどはいろんなチャレンジをしてい
たのに，いまは規制が強くなった。その点，個
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人が自分の責任でやる投稿ビデオの方がいろい
ろと工夫をしている」（40代男性）という。投稿
ビデオについて熱く語っているが，このグルー
プの中で実際に自分で投稿した経験があるの
は13人中わずか1人であった。なかなか人に見
てもらえる動画を制作するのは難しいという。
ここまでテレビ録画とネット動画についてそれ
ぞれ男女計4グループに聞いてみたが，グルー
プごとに個性があり，使い方は異なっていると
いう印象がのこっている。

世論調査によれば，携帯端末で録画したテ
レビ番組を見たことがある人が1割弱，インター
ネットの動画サイトを見たことがある人も1割弱
である。録画したテレビ番組と動画サイトにあ
るテレビ番組を合わせると，携帯端末の世界で
も『テレビ番組』は主要なコンテンツとしての存
在を示している。
一方，インターネット・アンケートによれば，
普段見ているテレビ番組と携帯端末で見ている
テレビ番組は，多少順位に変動はあるものの同
じジャンルのものが上位を占めている。つまり，
携帯端末で見るからといって特別な番組を見て
いるわけではなく，普段の延長線上で同じよう
な番組を見ているわけである。そして，オンラ
イン・ディスカッションからは，理由は千差万
別ながら，いろいろ工夫しつつ生活の様々な局
面で，携帯端末を使いながら動画を見ている様
子が伝わってくる。
携帯端末へのテレビ録画番組の取り込み方
法は携帯端末による直接録画が半数を占め，
テレビで録画したものを取り込むというのは3
割程度である。しかし，最近販売されているテ
レビの中にはケーブル1本でつないだハードディ
スクに簡単に録画ができるものがあり，ワンタッ

チで携帯用のSDカードにコピーできることが売
り物で，利用者には好評なようである。テレビ
番組を携帯端末へ持ちだすハードルは急速に低
くなりつつあると思われる。
好きなコンテンツがあり，携帯端末への取り
込みにもそれぞれ得意の方法が選べ，そして
テレビ番組がある。携帯端末によるテレビ録画
番組の視聴は始まったばかりだが，関連機器
の低廉化や操作の簡易化などにより今後拡大
していくものと思われる。一方，テレビ番組以
外のコンテンツについても携帯端末の利用者は
関心を示し，その関心の領域は拡散していく
方向である。テレビ局がテレビのことだけを考
えていればよかった時代は過去のものとなりつ
つある。情報発信のセンターポジションを引き
続き占めていくためには，今までの延長線上に
ない答えを求めて模索を始める必要がある。

（みうら もとい / こばやし けんいち）

注：
1 ）ソニー・コンピュータエンタテインメントが 2004
年に発売した携帯ゲーム機

2）アップル社が 2007年に発売したスマートフォン
3）2010 年にアップル社が発売したタブレット型コン
ピュータ

4）ＭＡＤ（マッド）はアマチュアが既存の映像（ア
ニメなど）を編集し，それに自作の歌などを付け
加えて再構成した動画作品

5）ヤマハが開発した歌声合成ソフト
6）クリプトン・フューチャー・メディアが 2007 年に
発売したヴォーカロイドに使用する音源

7）リアルタイムの動画配信サービス
8）外出先などからノートパソコンとWEBカメラなど
を用いて行う簡便な動画中継

9）2007年始められた動画共有サービス
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【調査の概要】

○ 携帯端末に関する世論調査
 調査時期 2010 年 9 月 2 日（木）～ 12 日（日）
 調査方法 個人面接法
 調査対象 全国 20 歳以上の国民
 調査相手 4,000 人　住宅地図によるエリアサンプリング
 調査有効数 1,314 人（32.0％）

Q1．あなたは，携帯電話を利用していますか。
 1. 利用している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82.9 ％
 2. 利用していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.1

【Q1 で「1（利用している）」と答えた人に】
SQ1．携帯電話のどのような機能を利用していますか。利用

しているものをすべて選んでください。            n ＝ 1,089
 1. 通話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 98.6 ％
 2. メール ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79.8
 3. インターネット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.7
 4. 音楽プレーヤー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.4
 5. ゲーム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5

【Q1 で「1（利用している）」と答えた人に】
SQ2．では，どのくらいの頻度で利用していますか。この中

から 1 つだけ選んでください。なお，利用の内容は問いま
せんので，通話やメールに限らず，すべての機能の利用を
合計した回数でお答えください。　　　　　　　n ＝ 1,089

 1. ほとんど毎日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78.3 ％
 2. 週に 3 ～ 4 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.9
 3. 週に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5
 4. 月に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1
 5. 半年に 1 ～ 2 回以下 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1

【SQ2 で「1（ほとんど毎日）」と答えた人に】
SQ3．それでは，1 日どのくらい利用していますか。この中か

ら 1 つだけ選んでください。             　　　　　 n ＝ 853
 1. 30 分ぐらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62.6 ％
 2. 1 時間くらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.9
 3. 2 時間くらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.7
 4. 3 時間くらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 5. 4 時間くらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4
 6. 5 時間くらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4
 7. 6 時間くらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
 8. 7 時間くらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 9. 8 時間くらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 10. 9 時間以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 11. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8

Q2．あなたは，テレビ番組やインターネットの動画などを見
ることのできる携帯機器を利用していますか。この中に利
用しているものがあればすべて選んでください。

 1. ワンセグを見ることができる携帯電話 ‥‥‥‥ 32.3 ％
 2. iphone などのスマートフォン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1
 3. PSP などの携帯用ゲーム機 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 5. 利用しているものはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.8
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

【Q2 で，「1 ～ 4（携帯機器を利用している）」と答えた人に】
SQ1．あなたは，その携帯機器を利用して，放送中のテレビ放送で

はなく，録画したテレビの番組を見たことがありますか。 n ＝ 469
 1. 見たことがある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.0 ％
 2. 見たことはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78.0

【SQ1 で，「1（見たことがある）」と答えた人に】
SQ2．それは，どういったジャンルの番組ですか。この中で

見たことのあるものがあれば，いくつでも選んでください。
n ＝ 103

 1. ニュース ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.0 ％
 2. ドラマ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.0
 3. 映画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.5
 4. バラエティー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.2
 5. アニメ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.6
 6. スポーツ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.4
 7. ドキュメンタリー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.9
 8. ワイドショー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.8
 10. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9

【Q2 で，「1 ～ 4（携帯機器を利用している）」と答えた人に】
SQ3．あなたは，その携帯機器を利用して，YouTube やニコ

ニコ動画などの動画サイトを見たことがありますか。
n ＝ 469

 1. 見たことがある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.9 ％
 2. 見たことはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75.5
 3. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

【SQ3 で，「1（見たことがある）」と答えた人に】
SQ4．携帯機器で見る動画サイトの内容は，テレビ番組（一部

も含む）を録画したものが多いですか，それともアマチュア
が投稿した動画が多いですか。この中から 1 つだけ選んで
ください。　　　　　　　　　　　　　　　　  　n ＝ 112

 1. テレビ番組の録画の方がずっと多い ‥‥‥‥‥ 23.2 ％
 2. テレビ番組の録画の方が多い ‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.2
 3. アマチュアが投稿した動画の方が多い ‥‥‥‥ 37.5
 4. アマチュアが投稿した動画の方がずっと多い ‥ 10.7
 5. どちらも同じくらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.1

【Q2 で，「1 ～ 4（携帯機器を利用している）」と答えた人に】
SQ5．あなたは，携帯機器を利用して，有料の動画を見たこと

がありますか。　　　　　　　　　　　　　　　  n ＝ 469
 1. 見たことがある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0 ％
 2. 見たことはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 94.0

Q3．携帯機器に限らず，普通のパソコンも含めての話ですが，
あなたは現在インターネットを利用していますか。

 1. 利用している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54.2 ％
 2. 利用していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.4
 3. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4

【Q3 で，「1（利用している）」と答えた人に】
SQ．あなたは，ここにあげるようなインターネットを使った

サービスを利用していますか。利用しているものがあれば，
この中からいくつでもお答えください。　　　　 n ＝ 712

 1. ミクシィ（mixi） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.2 ％
 2. ツイッター（Twitter） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.7
 3. ブログ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.3
 4. 掲示板 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.0
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0
 6. この中に利用しているものはない ‥‥‥‥‥‥ 51.8
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1
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Q2　あなたはふだん，どんなテレビを見ていますか。以下の
一つ一つについて，あてはまるものを一つだけ選んでくだ
さい。

【調査の概要】

○携帯端末による動画視聴に関する調査
 調査時期 2010 年 9 月 16 日（木）～ 21 日（火）
 調査方法 インターネットによるアンケート
 調査対象 20 代から 50 代までの視聴者で，録画したテレビ番組を携帯端末で週に 1 回以上視聴している人
 調査数 1,000 人（20 代から 50 代まで各年層 125 人）　125 人× 4 年層× 2（男女）

Q3　あなたは，NHK の番組と民放の番組のどちらを多く見て
いますか。あてはまるものを一つお答えください。

 1. NHK の方をずっと多く見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.7 ％
 2. どちらかといえば，NHK の方を多く見る ‥‥‥ 11.5
 3. NHK と民放，同じくらい見る ‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.2
 4. どちらかといえば，民放の方を多く見る ‥‥‥ 32.0
 5. 民放の方をずっと多く見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.6

Q4　あなたは何年くらいパソコンを使っていますか。一番近
いものを一つ選んでください。

 1. はじめたばかり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0 ％
 2. 半年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
 3. 1 年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5
 4. 2 年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1
 5. 3 年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.4
 6. 5 年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.7
 7. 7 年 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.1
 8. 10 年以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67.0

Q5　インターネットで検索をする時，PC（パソコン）と携帯
電話（携帯端末）のどちらを多く使いますか。あてはまる
ものを一つお答えください。

 1. PC（パソコン）の方がずっと多い ‥‥‥‥‥‥ 76.1 ％
 2. どちらかといえば PC（パソコン）の方が多い 14.7
 3. どちらも同じくらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2
 4. どちらかといえば携帯電話（携帯端末）の方が多い ‥1.1
 5. 携帯電話（携帯端末）の方がずっと多い ‥‥‥‥1.2
 6. ほとんど／まったく検索はしない ‥‥‥‥‥‥‥0.7
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1. テレビ 3.5 2.1 11.2 8.3 22.4 22.0 11.2 8.9 5.1 1.2 1.7 0.1 2.3 − −

2. 新聞 40.2 25.4 12.6 2.3 1.4 0.4 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 6.5 10.6

3. PC を使ったインターネット
（※メールは除く） 6.0 4.9 17.4 8.0 20.7 17.5 8.2 7.0 3.1 1.6 1.7 0.1 3.2 0.3 0.3

4. 携帯電話を使ったインターネット
（※メールは除く） 43.6 13.7 10.6 2.7 4.5 1.8 0.9 0.6 0.2 0.3 0.0 0.1 0.3 12.3 8.4

Q1　以下について，あなたは平日に家で平均して何時間ぐらい見たり，読んだりしていますか。次の中から一番近いものを一つだけお
答えください。
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1. ニュース 70.4 25.1 3.6 0.9
2. ドラマ 37.9 37.7 17.1 7.3
3. 映画 27.5 47.2 19.8 5.5
4. バラエティー 36.1 41.6 17.6 4.7
5. アニメ 15.8 30.1 33.5 20.6
6. スポーツ 18.8 37.6 29.4 14.2
7. ドキュメンタリー 21.6 49.7 21.8 6.9
8. ワイドショー 14.5 37.5 34.4 13.6
9. 生活・実用・趣味 14.2 46.0 30.4 9.4
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Q6　あなたは現在，何台の携帯電話を使っていますか。会社
などから支給されているものがあれば，それも含めた合計
の台数で，あてはまるものを一つお答えください。

 1. 1 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78.9 ％
 2. 2 台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.8
 3. 3 台以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2
 4. 使ってない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1

【Q6 で 1 ～ 3 と答えた人に】
Q7　あなたはつぎの携帯電話の機能のうち，どの機能を利用

していますか。利用しているものをすべてお答え下さい。
n ＝ 979

 1. 通話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 93.3 ％
 2. 電子メール ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 90.9
 3. インターネット（検索） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.3
 4. 音楽プレーヤー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.5
 5. ゲーム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.6
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2

【Q7 で 1 と答えた人に】
Q8　あなたは，携帯電話を電話としてどの程度の頻度で利用

していますか。他人からかかってくる分を除き，自分でか
ける分の回数で，あてはまるものを一つお答えください。

n ＝ 913
 1. 一日に 10 回以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.3 ％
 2. 一日に 6 ～ 9 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.6
 3. 一日に 4 ～ 5 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.1
 4. 一日に 2 ～ 3 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.1
 5. 一日に 1 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.7
 6. 週に 4 ～ 5 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.7
 7. 週に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.6
 8. 月に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.1
 9. 半年に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8

【Q7 で 2 と答えた人に】
Q9　それでは，携帯電話の電子メールの利用頻度はどの程度

ですか。自分から発信する回数で一番近いものを一つお答
えください。　　　　　　　　　　　　　　　　  n ＝ 890

 1. 一日に 10 回以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.8 ％
 2. 一日に 6 ～ 9 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.2
 3. 一日に 4 ～ 5 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.8
 4. 一日に 2 ～ 3 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.0
 5. 一日に 1 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.7
 6. 週に 4 ～ 5 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.6
 7. 週に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.4
 8. 月に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 9. 半年に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3

Q10　携帯電話やスマートフォン，携帯用ゲーム機などの携帯
端末を利用して録画したテレビ番組を見るとき，どんな場
所で見ていますか。つぎの中から該当するものをすべて選
んでください。

 1. 自宅の自分の部屋 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.7 ％
 2. 自宅の居間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.6
 3. 朝の通勤・通学時の電車やバスの中 ‥‥‥‥‥ 28.0
 4. 帰りの通勤・通学時の電車やバスの中 ‥‥‥‥ 30.3
 5. 勤務先の自席 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.8
 6. 喫茶店や食堂，レストラン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.6
 7. 休憩中の車の中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.2

Q11　それではその録画番組を携帯端末で見ている時間帯は
何時ごろでしょうか。次の中から該当する時間をいくつで
も選んでください。

 1. 午前 5 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8 ％
 2. 午前 6 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0
 3. 午前 7 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.6
 4. 午前 8 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.2
 5. 午前 9 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.8
 6. 午前 10 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.3
 7. 午前 11 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4
 8. 午後 0 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.2
 9. 午後 1 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.5
 10. 午後 2 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.8
 11. 午後 3 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.1
 12. 午後 4 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.2
 13. 午後 5 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0
 14. 午後 6 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.6
 15. 午後 7 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.0
 16. 午後 8 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.9
 17. 午後 9 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.1
 18. 午後 10 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.0
 19. 午後 11 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.9
 20. 午前 0 時～午前 5 時の間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.7

Q12　あなたの見ている録画番組は，どのような方法で携帯端
末に入っているのでしょうか。普段行っている主な方法を
つぎの中から一つだけお答えください。

 1. 携帯端末で直接受信し録画している ‥‥‥‥‥ 54.7 ％
 2. テレビや録画機で録画し，
  携帯端末へコピー（ムーブ）している ‥‥‥‥ 27.2
 3. パソコンで録画し，
  携帯端末へコピー（ムーブ）している ‥‥‥‥ 15.6
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5

【Q12 で 1 と答えた人に】
Q13 　あなたは，携帯端末で直接受信して録画する理由はなん

ですか。次の中からあてはまるものを選んでください。い
くつでも結構です。 　　　　　　　　　　　　　 n ＝ 547

 1. 操作が簡単だから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83.7 ％
 2. いつも携帯端末でテレビを見ているから ‥‥‥ 18.3
 3. 録画機やパソコンから携帯端末へ
  番組を移すのが面倒だから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.0
 4. 録画機やパソコンを持っていないから ‥‥‥‥‥3.5
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6

【Q12 で 2 ～ 4 と答えた人に】
Q14 　あなたが携帯端末で録画せずに，テレビ，録画機やパソ

コンで録画する理由はなんですか。次の中からあてはまる
ものを選んでください。いくつでも結構です。　  n ＝ 453

 1. 携帯端末での録画は，電波が途切れて
  失敗することがあるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.7 ％
 2. テレビやパソコンでの録画の方が簡単だから ‥ 63.8
 3. たくさん録画ができ，好きなものを選んで
  携帯端末に移せるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.9
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.7

Q15　携帯端末でよく見る録画番組のジャンルは何ですか。あ
てはまるものをいくつでも選んでください。

 1. ニュース ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.8 ％
 2. ドラマ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44.5
 3. 映画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.4
 4. バラエティー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.5
 5. アニメ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.0
 6. スポーツ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0
 7. ドキュメンタリー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.3
 8. ワイドショー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.5
 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3
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Q16　番組ジャンルについてもう少し詳しくお聞きします。あ
なたは，つぎのような録画番組を携帯端末で見たことがあ
りますか。各番組について，程度もあわせてお答えください。

Q17　携帯端末でよく見る録画番組の名前を教えてください。
（省略）

Q18　その中で，定期的に録画して見ている番組がありました
ら，番組名を教えてください。

（省略）

Q19　携帯端末で録画したテレビ番組を見る理由はなんです
か。あてはまるものをすべて，つぎの中から選んでください。

 1. 好きなテレビ映像を，
  好きな時にどこに居ても見たいから ‥‥‥‥‥ 57.7 ％
 2. 友達や職場の同僚などとの
  コミュニケーションのため ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0
 3. 携帯端末で録画した好きなテレビ番組を見ると
  元気が出てくるため ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.1
 4. 録画がたくさんあり過ぎて家のテレビだけ
  では見きれないため ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.9
 5. 仕事や家事の間の細切れな空き時間の
  活用のため ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.8
 6. 家でテレビのチャンネル権がないため ‥‥‥‥‥5.0
 7. 子供をあやすため ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5

Q20　あなたは，自宅外で携帯端末でテレビ番組を見ていて，
次の様なおもしろい体験や，忘れられないような経験をし
たことがありますか。該当するものがあれば，いくつでも
選んでください。

 1. 感動して涙が止まらず困った ‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.0 ％
 2. 思わず大声を出してしまった ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.2
 3. 友達や同僚と一緒に見て盛り上がった ‥‥‥‥ 14.5
 4. 電車やバスで隣に座った人が覗き込んできた ‥ 10.9
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4
 6. 該当するものはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.0

Q21　あなたは携帯電話やスマートフォン，携帯用ゲーム機な
どの携帯端末で，YouTube やニコニコ動画などの動画サイ
トを見たことがありますか。

 1. ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.0 ％
 2. ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61.0

【Q21 で 1 と答えた人に】
Q22　携帯端末で動画サイトを見ている頻度はどの程度です

か。つぎの中から，あてはまるものを一つお答えください。
※動画サイトはインターネットにつなげて見る場合だけで
なく，携帯端末に取り込んだ録画を見る場合も含みます。

n ＝ 390
 1. 一日に 10 回以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.7 ％
 2. 一日に 6 ～ 9 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2
 3. 一日に 4 ～ 5 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.9
 4. 一日に 2 ～ 3 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.9
 5. 一日に 1 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.8
 6. 週に 4 ～ 5 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.7
 7. 週に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.8
 8. 月に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.3
 9. 半年に 1 ～ 2 回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6
 10. 見たことはあるが，現在は見ていない ‥‥‥‥‥8.2

〔以下 Q23 ～ 26 までは，Q22 で 1 ～ 9 と答えた人に〕
Q23　携帯端末を利用して動画サイトを見るとき，どんな場所

で見ていますか。つぎの中から該当するものをすべて選ん
でください。　　　　　　　　　　　　　　　　  n ＝ 358

 1. 自宅の自分の部屋 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.3 ％
 2. 自宅の居間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.8
 3. 朝の通勤・通学時の電車やバスの中 ‥‥‥‥‥ 24.6
 4. 帰りの通勤・通学時の電車やバスの中 ‥‥‥‥ 33.2
 5. 勤務先の自席 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.2
 6. 喫茶店や食堂，レストラン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.2
 7. 休憩中の車の中 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.7
 8. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7

Q24　それではその動画サイトを携帯端末で見ている時間帯
は何時ごろでしょうか。次の中から該当する時間をいくつ
でも選んでください。　　　　　　　　　　　　  n ＝ 358

 1. 午前 5 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3 ％
 2. 午前 6 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.1
 3. 午前 7 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.6
 4. 午前 8 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.6
 5. 午前 9 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.4
 6. 午前 10 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.8
 7. 午前 11 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5
 8. 午後 0 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.0
 9. 午後 1 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.5
 10. 午後 2 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5
 11. 午後 3 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.2
 12. 午後 4 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.8
 13. 午後 5 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.5
 14. 午後 6 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.3
 15. 午後 7 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.6
 16. 午後 8 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.5
 17. 午後 9 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.5
 18. 午後 10 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.5
 19. 午後 11 時台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.7
 20. 午前 0 時～午前 5 時の間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.8

Q25　携帯端末で動画サイトの動画を見るときは，インター
ネットにつなげて見ることが多いですか，それとも録画（取
り込んで）で見ることが多いですか。あてはまるものを一
つお答えください。　　　　　　　　　　　　　  n ＝ 358

 1. インターネットにつなげて見る方がずっと多い ‥ 52.8 ％
 2. どちらかといえばインターネットにつなげて
  見る方が多い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.5
 3. どちらも同じくらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.2
 4. どちらかといえば録画（取り込んで）で
  見ることの方が多い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.4
 5. 録画（取り込んで）で見ることの方がずっと多い ‥6.1
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1. 旅番組 14.8 32.5 16.7 17.4 18.6

2. 美味しいレストランや
名品などの紹介番組 11.3 33.7 21.1 16.2 17.7

3. 歌番組 11.2 29.4 23.2 18.3 17.9

4. 韓流ドラマ 9.1 17.5 14.6 21.5 37.3

5. お笑いタレントが出る
ゲームやクイズ番組 14.5 32.6 19.9 16.2 16.8

6. ペットや動物が出る番組 10.1 25.6 21.0 20.8 22.5
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Q26　あなたは携帯端末を使って，動画サイトの動画を他人に
見せたことがありますか。　　　　　　　　　　  n ＝ 358

 1. ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.8 ％
 2. ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.2

【Q26 で 1 と答えた人に】
Q27　他人に見せたことによって，その場が盛り上がった経験

がありますか。　　　　　　　　　　　　　　　  n ＝ 182
 1. ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91.8 ％
 2. ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.2

【Q27 で 1 と答えた人に】
Q28　誰に，何を見せて盛り上がりましたか。その時の様子を

教えてください。
（省略）

〔以下 Q29 ～ 33 までは，Q22 で 1 ～ 9 と答えた人に〕
Q29　あなたが携帯端末で見ている動画サイトの内容は，テレ

ビ番組に関するものが多いですか。それとも一般の人が撮
影した投稿動画が多いですか。あてはまるものを一つお答
えください。　　　　　　　　　　　　　　　     n ＝ 358

 1. テレビ番組に関するものの方がずっと多い ‥‥ 26.5 ％
 2. どちらかといえばテレビ番組に
  関するものの方が多い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.4
 3. どちらも同じくらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.3
 4. どちらかといえば一般の人が撮影した
  投稿動画の方が多い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.4
 5. 一般の人が撮影した投稿動画の方がずっと多い ‥4.5

Q30　携帯端末の動画サイトでよく見るテレビ番組のジャンルは
何ですか。あてはまるものをいくつでも選んでください。

n ＝ 358
 1. ニュース ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.0 ％
 2. ドラマ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.7
 3. 映画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.9
 4. バラエティー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.7
 5. アニメ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.4
 6. スポーツ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.8
 7. ドキュメンタリー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.1
 8. ワイドショー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.8
 9. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.3
 10. 携帯端末の動画サイトでテレビ番組は見ない ‥‥7.3

Q31　あなたは，携帯端末を使って動画サイトで，現在テレビ
では放送されていない次の様な番組を見たことがあります
か。それぞれについて程度もあわせてお答えください。

n ＝ 358

Q32　携帯端末の動画サイトでよく見るテレビ番組は，どのよ
うな番組が多いですか。内容や番組名でお答えください。
（省略）

Q33　次に携帯端末でテレビ番組ではなく一般の人が投稿し
た動画を見る場合の話ですが，その投稿動画の内容は，次
のうちどれが一番多いですか。　　　　　　　　  n ＝ 358

 1. びっくりする映像 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.8 ％
 2. おもしろい映像 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54.2
 3. きれいな映像 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.1
 4. めずらしい映像 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.9
 5. 一般の人が投稿した動画を見ない ‥‥‥‥‥‥ 12.0

【Q33 で 1 ～ 4 と答えた人に】
Q34　あなたは携帯端末で，一般の人が投稿した次の様な動画

を見たことがありますか。それぞれについて程度もあわせ
てお答えください。　　　　　　　　　　　　　  n ＝ 315

【Q33 で 1 ～ 4 と答えた人に】
Q35　あなたが今までに携帯端末で見た投稿動画で，一番印象

に残っている動画はどのようなものでしたか。
（省略）

Q36　携帯端末に限らずパソコンでの利用も含めて，動画サイ
トの投稿についてお聞きします。あなたは，動画サイトに
投稿したことがありますか。

 1. ある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.3 ％
 2. ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88.7

【Q36 で 1 と答えた人に】
Q37　その投稿した動画の内容はどのようなものでしたか。

（省略）
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1. 昔好きだった日本ドラマ 19.3 32.7 16.2 10.3 21.5

2. 昔好きだった海外ドラマ 15.6 27.9 20.4 10.6 25.4

3. 昔好きだったアニメ 15.4 36.6 19.3 8.7 20.1

4. 好きな歌手のでる歌番組 19.8 34.6 17.0 12.0 16.5

5. 好きな歌手の
プロモーション・ビデオ 24.9 33.2 16.8 9.8 15.4
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1. 素人（投稿者）が
作ったアニメ 17.1 29.8 20.6 14.3 18.1

2. 動物が面白い
仕草をする映像 24.8 39.7 17.8 9.8 7.9

3. 事件や事故の映像 17.8 40.3 21.3 9.8 10.8

4. 実験の映像 14.9 37.1 23.5 10.5 14.0

5. 商品を解説している映像 11.4 30.2 27.6 10.8 20.0

6. 巻き髪のレッスン映像 11.4 22.9 21.0 9.2 35.6

7. 料理の作り方の映像 12.1 32.7 20.0 12.1 23.2

8. ヨガやエクササイズの
映像 14.6 26.3 20.0 10.2 28.9

9. 浴衣の着方を説明する
映像 11.1 20.3 19.0 11.1 38.4

10. ネイルアートの映像 11.1 21.9 19.4 10.5 37.1

11. 化粧の仕方を
解説している映像 12.1 22.5 20.3 10.8 34.3


