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  はじめに

今年1月，アメリカ・ラスベガスで開かれた
CES（家電展示会）20111）では，ネット接続機
能に加えて，アプリケーションの購入・利用と
ソーシャルネットワーク機能の利用が可能な「ス
マートテレビ」が注目を集めた。また，スマート
フォンやタブレット端末といった他メディアとの
連携も提案され，テレビのネット接続を前提と
した映像視聴スタイルが，世界の主要家電業
界共通の方向性として示された。

我が国においては，家電メーカー各社が出
資する「アクトビラ」のサービスが2007年に始ま
り，デジタルテレビ上でのVOD（ビデオ・オン・
デマンド）が利用できるようになった。また翌
2008年にはNHKオンデマンドに代表される放
送番組のVODが本格的に始まり，動画投稿サ
イトのユーチューブやヤフーが利用できるデジタ
ルテレビの普及もあって，テレビのネット接続が
広がりつつある。日本の総務省が発表した「通
信利用動向調査」によれば，テレビやゲーム機
からのネット利用者は739万人（平成21年末時
点）とまだ少ないが，前年比では約30％増えて
いる。一方で，NHK放送文化研究所が今年
1月に行った「日本人とメディアに関する世論調

査」によれば，デジタルレコーダーの普及がほ
ぼ半数にまで広がるなど，視聴者が見たい時
に見るオンデマンド視聴の傾向は強まっている
ように見える。

今後，日本国内でのテレビのネット接続は進
むのか，また仮に進んだ場合，視聴者の番組
視聴スタイルにどのような変化が予想されるの
か。本稿では，海外での先進事例や，アメリカ
のネット接続テレビ利用者の声など現地調査の
結果などから，ネット接続時代のテレビについ
て展望する。

＜本稿の項目＞
はじめに
１　国内のネット接続テレビの現状
２　CES2011に見る業界の動向
３　現地インタビュー調査
４　ネット接続時代のテレビ

  1　国内のネット接続テレビの現状

総務省通信利用動向調査（平成21年末時点）
によれば，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普及率
は25.9％となった。

サービス提供者の側から見ると，2007年の春

ネット接続時代のテレビ
～ CES2011 と利用者調査から～

メディア研究部（メディア動向）  小川浩司
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TV」が昨年10月，アメリカで発売され，日本国
内での動向が注目されている。

多くの事業者が参入するなか，国内のテレビの
ネット接続は，全体として緩やかな普及ペースに
ある。その一方でスマートフォンの普及や外資の
参入の動きによって少しずつ変化の兆しが見え始
めているのが，国内の現状である。

  2　CES2011に見る業界の動向

2-1 韓国メーカー 2 社の動向
今年1月6日から9日まで，アメリカ・ラスベガ

スで開かれたCES（家電展示会）2011では，韓
国のサムスン電子やLG電子を筆頭に「スマート
テレビ」を前面に打ち出し，ネット接続にアプリ
ケーション機能を加えたテレビの利用スタイルを
提案するメーカーが多く見られた。世界の薄型テ
レビ売上シェア（図1）に見られる力関係そのま
まに，展示会場でも韓国2社の勢いは日本企業
のそれを凌駕するように感じられた。

韓国の2社が提案するスマートテレビは，アメ
リカのアップル社が端緒を作ったスマートフォン

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，2011年3月末時点の累計ネット接
続台数が303万台としている（表1）。

NTTぷららが展開するひかりTVは，昨年春
に100万件に到達した後も徐 に々普及を続け，今
年3月現在で141万件の会員数となっている。そ
のほかKDDIグループのauひかりTV，昨年夏
にサービスが始まったT'sTVなど，サービスの選
択肢は増えているものの，どれも市場を大きくけ
ん引するほどの存在には成りえていない。

そうしたなか，昨年11月にはアップルがVOD
サービスが利用できるSTB，「アップルTV」を日
本でも発売した。世界中で1億台以上普及した
iPhone2）をはじめとしたiOS端末（iPhone, iPod 
Touch, iPad）と連動させた映像の視聴を可能に
したことが，大きな特徴となっている。

また，検索サービス世界最大手のグーグルと
半導体最大手のインテル，ソニーなどが組んで，
テレビ画面でのネット閲覧や映像の検索など，
PCと同じような機能の利用が可能な「グーグル

表１　国内テレビ向けVODサービス事業者一覧（放送局除く）

サービス名 アクトビラ ひかりTV TSUTAYA 
TV DMM.TV U-NEXT T's TV au ひかりTV アップル TV JCOM TV JCN テレビ Wii の間 PlayStation 

Store zuneビデオ キュリオシティ

運営主体 アクトビラ NTTぷらら TSUTAYA 
TV DMM.TV U-NEXT ブロード

メディア KDDI アップル ジュピター
テレコム

ジャパンケー
ブルネット 任天堂

ソニー・
コンピュータエ
ンタテインメント

マイクロソフト ソニー

受信端末
対応 TV・
レコーダー

STB

対応TV， ﾚｺ ダーー，
対応ＰＣ
STB

対応 TV・
レコーダー

STB

対応 TV・
対応レコーダー

ゲーム機
対応 TV

STB 対応 TV STB STB STB
（ケーブル）

STB
（ケーブル）

ゲーム機
（Wii)

ゲーム機
(PlayStation)

ゲーム機
(Xbox360)

ソニー製 TV，
ゲーム機

PC
多チャンネル

放送 ○ ○ ○ ○ ○

ＤＶＤ
レンタル ○（ｸ ﾙ゙ ﾌー と゚して） ○（ｸ ﾙ゙ ﾌー と゚して）

VOD 開始 2007 年 9 月 2008 年 3 月 2008 年 6 月 2009 年 8 月 2007 年 6 月 2010 年 7 月 2003 年 12 月 2010 年 11 月 2005 年 1 月 2007 年 7 月 2009 年 5 月 2008 年 9 月 2010 年 11 月 2011 年 1 月

VOD
コンテンツ数

41,000
（カラオケ含む

本数非公開）

39,000
（うちカラオケ

18,000 本）
15,000 25,000

41,000
（うちカラオケ

16,000 本）
非公開 12,400

1,000 〜
（サービス開始

時点）

31,000
（うちカラオケ約

8,000 本）
13,900 4,000 8,476 映画・アニメ

合わせ 500 300 以上

うちＨＤ
コンテンツ数 約 6 割※ 8,000 ※ 約 4 割 5,000 15,000 非公開 4,100 非公開 7,000 ※ 4,600 ※ ─ 774 映画は殆どが

HD（1080ｐ） 約 75％

VOD
料金体系

単品課金
一部定額制

定額制
一部単品課金 単品課金 単品課金

一部定額制
定額制

一部単品課金
単品課金

一部定額制
単品

定額ほぼ半々 単品課金 単品課金
一部定額制 単品課金 半数近く無料

有料は単品課金 単品課金 単品課金 単品課金

VOD
ユーザー数

等
累計接続台数

303 万台
VOD 利用可能

会員数
141 万件

非公開 非公開
会員数 121,000
2009 年 12 月に
ギャオネクスト
から名称変更

非公開 非公開

2010 年 12 月，
現行のアップル 
TVの世界で
の販売台数が
100 万台到達

VOD 利用可能
世帯数 188 万
トップページ

訪問者率約 4 割
非公開

国内販売台数
累計 1,159 万
月間訪問者数
約 100 万人

国内販売台数
非公開

ネット接続率
非公開

国内販売台数
非公開

ネット接続率
非公開

会員数非公開
利用者数
非公開

各社アンケートとヒアリングをもとに作成　データは 2011 年 3 月末時点  ※印は NHK オンデマンド分含む
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やタブレット端末の流れを汲むものであり，それ
ら端末のアプリケーションをテレビでも利用でき
るよう応用して，利便性を高めたものである。こ
うした欧米技術の「模倣」を応用して独自の形に

「昇華」させるスタイルは，かつての日本メーカー
が得意としたものであり，その流れそのものを模
倣したものと見ることができる。以下に，韓国
メーカー2社の特徴を挙げる。

1. サムスン電子

サムスン電子のスマートテレビは「スマートハ
ブ」と呼ばれるホーム画面に，映画，テレビ番
組，スポーツ中継，ニュース・天気，ゲームな
ど多様なアプリケーション（以下アップス）が並
べられるようになっている。利用者は「サムスン・
アップ・ストア」と呼ばれる販売マーケットでアッ
プスを購入，ダウンロードすることで，ホーム

画面のどこにどのアップスを配置するかも自由
に決めることができる。

欧州を中心に昨年春から販売を始め，今年
1月にはテレビ向けアップスのダウンロード数が
200万に達したことを発表 3）。5日に10万本の
ペースでダウンロードされていることを明らかに
した。

2. LG 電子

サムスン電子と同じく，ホーム画面に多種多
様なアップスを配置し，利用することができる
ようになっているが，LG電子のスマートテレビ
における最大の特徴はリモコンにある。米イン
ベンセンス社のジャイロセンサーを採用した「マ

会場入口の韓国 2 社の看板

LG電子のリモコン

サムスン電子の「スマートハブ」画面
（スマートフォンのようなアップスが並ぶ）

図1　2010 年薄型テレビ売上シェア（世界市場）

　　ディスプレイサーチ社データより作成

その他

東芝

シャープ
パナソニック

ソニー

LG電子

サムスン電子

22%

14

12
8

7
6

30
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ジック・モーション・リモート・コントローラー」
は，任天堂のWiiリモコンのように，テレビ画
面上のポインターをあたかもPCのマウスで動か
しているかのように直感的に操作でき，画面の
隅にあるアップスでも一度のクリックで立ち上げ
ることができるようになっている。

十字キーによる複雑な操作が不要なことか
ら，子供からお年寄りまで家族全員で利用され
るシーンが想像される。リビングルームで多様な
年齢層に利用されるという，PCとは違うテレビ
の特性に即したスタイルの提案であり，新しい
技術に関心の高い若者のみならず，幅広い年齢
層への普及が見込まれる技術として注目される。

2-2 通信サービス事業者の動向
1. グーグル TV

グーグルTVのプラットフォームを採用した世
界初のテレビは，日本メーカーで最も売上シェ
アの大きいソニーから，「ソニーインターネット
TV」という名称で販売された。今回のCES会
場のソニーブースでは，昨年10月に米国で販売
開始されたこの「インターネットTV」が入口近
くに展示された。検索窓からキーワードを入力
することで，ユーチューブを含めたインターネッ
ト上のすべての映像を横断的に検索できるよう
になっていることが特徴である。また，Dual 
View（デュアルビュー）と称して，テレビ番組を
見ながらインターネット上の様 な々情報を入手し
たり，SNSやミニブログに書き込みができるよ
うになっている。

LG電子とは対照的に，リモコンにはパソコ
ンと同様のキーボードが付けられており，検索
キーワードやSNS等の書き込みをしやすくする
ことが志向されている。今後，グーグルの基本
ソフト，アンドロイドOS搭載のスマートフォンや

タブレット端末が普及すれば，グーグルTVの
存在感も増すことになる。

2. ヤフーコネクテッド TV

2009年1月のCESでテレビをネット接続する
ことで様々な機能（ウィジェット）を利用できる
サービスを発表したヤフーは，今年新たな機能
を追加した。これまでヤフーコネクテッドTVと
いう名称で展開してきたサービスに，新たに，
フィンガープリント（指紋認証）機能を活用するこ
とで，利用者が視聴している番組を自動判別し，
それに即した情報を提供するという内容である。

たとえばボクシングの番組であれば，選手の
プロフィールを表示したり，利用者がドラマを
見ていると判断されれば，そのドラマの出演者
のプロフィールを表示させたりする。こうした情

ソニーインターネットTV 画面

ソニーインターネットTVのリモコンと画面
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報を出す際には放送の画面の上にかぶせるので
はなく，放送の画面を縮小させて余白に情報
表示する工夫が加えられており，より「放送に
配慮した」サービスを志向していることがヤフー
コネクテッドTVの特徴となっている。

2-3 プラットフォーム覇権争い
そのほか，日本メーカー各社も，テレビ画面上

でのアップスの利用や，スマートフォンやタブレッ
ト端末で番組を検索してネット接続されたテレビ
で視聴する，マルチデバイス視聴のスタイルを提
案した。

こうした多様なメーカーや通信事業者などの
サービスの登場は，テレビのホーム画面，メイン
のプラットフォームを争う動きとして集約できる。
すなわち，アップスなど付加機能の販売や映像
配信の際の手数料収入，あるいは広告収入が
見込まれることから，各事業者が少しでも多く
のユーザーを獲得しようと，工夫を凝らして様々
なサービスを打ち出していると見ることができる。

自社のプラットフォーム利用者を一人でも多
く増やすため，安価なSTB，場合によっては
STBを無料配布し，定額視聴料で回収すると
いうモデルを打ち出す映像配信事業者が今後

現れる可能性もある。こうしたユーザー獲得の
ための低価格戦略が今後加速すれば，テレビ
のネット接続を後押しすることになる。

  3　現地インタビュー調査

事業者側は様々なサービスでユーザーをいち
早く獲得することを狙っている。では，利用す
る側の消費者はどのようなサービスを評価し，
求めているのだろうか。今回，ラスベガスから
カリフォルニア州サンノゼ近郊に移動し，実際に
ネット接続テレビを利用しているユーザーや若
者に対するインタビュー調査を実施した。

3-1　親子世帯スマートテレビ利用者
はじめに，2人の子供を持つ40代の父親に

話を聞いた。今回CESでも注目を集めたスマー
トテレビの機能が利用できるSTB，「Roku（ロ
ク4））」を昨年末に購入し，米国の映像配信最
大手ネットフリックス 5）などを利用している。

 

Roku（ロク）利用者（44 歳）

・ カリフォルニア州サンノゼ在住
・ 家族構成　妻 44 歳，息子 14 歳，娘 13 歳 4 人暮らし
・ 2 年前からPCをテレビに接続してユーチューブやネット
  フリックスを視聴。
・ 昨年末にロクを購入し，スマートテレビ環境で映像配
 信を利用。

ヤフーコネクテッド TVの画面
（放送画面を縮小し，左側に情報ボタンを表示）

この画像はありません
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（1）ネット接続テレビを使う理由

まずはじめに，ネット接続テレビを利用する
理由について尋ねた。

このように，見たい時に見たい映像を見ると
いう「オンデマンド映像消費」がネット接続テレ
ビ利用の動機づけになっているようだ。これは，
PCやスマートフォンで，知りたい時に知りたい
情報を入手することに慣れていることと，決して
無縁ではないと考えられる。

（2）ネット接続テレビの気に入っている点

次に具体的にスマートテレビ「ロク」のどこが
気に入っているのかを聞いた。回答は以下の通
りである。

アップスのリストから好きなものを選ぶ，番
組のリストから好きなものを選ぶ，という2つの
点が指摘されているように，どちらもシンプル

な操作感が評価されていることが共通点であ
る。リーンバック（寄りかかって見る）メディア
といわれるテレビの特性から，パソコンのよう
に文字を打ち込むのではなく，提示されたリス
トの中から，原則受け身の態勢でチャンネルや
番組を選んでいきたいというニーズの存在がう
かがえる。

（3）ネット接続テレビの不満点

次に，（2）とは逆に不満な点について聞いた
結果が以下の通りである。

PCであれば使わない時は電源を落とせば
ネットを遮断することができるが，スマートテレ
ビ，特にSTBの場合は，ソフトウエアの書き
換えなどのために常にネットワークとつながって
いることが多い。リビングルームで子供からお
年寄りまで幅広い年齢層のユーザーが見込まれ
るだけに，ネットワークを遮断するスイッチを設
けるなど，きめ細かな配慮が求められるだろう。

ネット接続テレビのユーザーは，オンデマン
ド視聴とシンプルな操作感を求めていること，
また，常にネットにつながっていることへの抵
抗感が生じうることが示されたと言える。

3-2　若者グループインタビュー
一方，これからのユーザーになりうる20代の

若者はどのように見ているのだろうか。
今年1月，カリフォルニア州サンノゼ近郊に住

　ネットの一番良いところは，限定されていない
ということだ。ケーブルテレビや衛星放送，地
上波局などの放送局が決めた番組，決めた時
間に限定されないということ。見たい時に見た
いものを見られるということだ。デジタルレコー
ダー（DVR）よりもいい。（DVR は）録画しな
ければいけないから。見つけに行って，その時
に見られることが最大の理由だ。

　気に入らないのは，使っていない時もネットに
つながっていて，それを遮断するオフボタンが
ないことだ。四六時中ネットにつながっていて，
知らないうちに自分の行動履歴などが調べられ
ているかもしれないことが気持ち悪い。

　ロクのいいところは，余計なものをすべては
ぎ取っているところだ。ただアップスがあるだけ。
フールー 6）もネットフリックスもあらゆるチャンネ
ルのアップスがある。私はそこから好きなものを
選んで，自分用に揃えるだけでいい。
　番組名を打ち込んで検索しなくてもいい。テ
レビのチャンネルを選ぶように表示されたリスト
の中から見たい番組を選べばいい。私はそれが
好きなんだ。
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む20代前半の4人の若者に集まってもらい，ス
マートテレビの可能性についてグループインタ
ビューを実施した。

参加者の顔ぶれは表2の通りである。

（1）端末としてのテレビは必要か

まず，4人のうち2人が放送を見るための機
器としてテレビを利用していないことから，端
末としてのテレビの必要性から聞いた。その結
果，スポーツや映画など，コンテンツによって
はテレビ受像機で見たい，特にスポーツについ
てはハイビジョンで見たいという回答が目立つ
結果となった。

そのほか，放送コンテンツという観点ではド
ラマに対するニーズが目立ったが，ニュースに
ついては，4人全員が「見ない」という回答だっ
た。

前述のスマートテレビ利用者のコメントからも
読み取れたように，欲しい情報を欲しいタイミン
グで入手したいというオンデマンド消費の習慣
が若者たちの間でも根付いていることがうかが
える。新聞を開いて決められたオーダーで関心
のない記事まで読ませられるより，IDとパスワー
ドを入力する手間をかけてでも，自分のペース
で情報入手することに慣れているために，放送

Ａ : スポーツはテレビで見たい（全員賛同）。
Ｂ: ゲームと映画のためには必要だ。
Ｃ:  自分の部屋にケーブルが届いていればテレビ

で見る。
Ｄ :  部屋にテレビを置かなくなって5年ぐらい経っ

たから，無くても問題ない。

Ａ :  テレビが必要だと思うのは，スポーツを見た
いからだけ。ハイビジョンで見たい。ハイビ
ジョンで画像の違いがはっきりとわかったの
は，主にスポーツだったから（Bも同意見）。

全員：テレビニュースは見ない 
Ａ :  ニュースは読むけど PC 上でしか読まないね。
Ｃ:   （テレビニュースは）寝ちゃうもん。
Ｑ :  PC 上の文字ニュースと写真だけで十分とい

うこと？
Ｃ:  あと，ツイッターね。ツイッター7）で読めるニュー

スをフォロー（登録）しているから，何か事
件があったら知らせてくれる。

Ｄ :  オンラインで新聞読むからニュースはいらな
い。ログオンするだけで済む。紙の新聞を広
げる手間もないし。

年齢 ＴＶ利用 スマートフォン
利用 ＳＮＳ利用 映像視聴時間

（1 週間あたり）
うち

ＰＣ経由
スマートフォン

経由 放送経由 利用する主な
ストリーミングサイトとその割合

A（男） 23 ○ ○ Ｆ＆Ｔ 15 時間 60% 10% 30% 50％ hulu, 50％ネットフリックス

B（男） 23 ○ゲーム用 ○ Ｆ＆Ｔ 7 〜10 時間 90% 10% 0% 95% hulu, 5% ネットフリックス

C（女） 25 ○ ○ Ｆ＆Ｔ 25 時間 60% 20% 20% 50％ hulu, 50％ネットフリックス

D（男） 23 × ○ Ｆ＆Ｔ ５〜 8 時間 100% 0% 0% 90％ hulu, 10％ネットフリックス
F＝フェイスブック　Ｔ＝ツイッター

表 2　若者インタビュー参加者一覧

この画像はありません
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局側が決めたニュースオーダー（順序）ではな
く，自分のペースで自分の知りたい情報を入手
することに価値を見出しているのだろう。実際，
彼らの映像消費経路の7割から10割がストリー
ミングからであり，放送は0割から3割に過ぎな
い（表2参照）ことからも，ニュースのみならず
その他のコンテンツ消費に関しても，オンデマ
ンド消費に対するニーズの大きさを読み取るこ
とができる。

（2）つながり欲求を軸にしたマス視聴

それぞれの趣向に応じたコンテンツをそれ
ぞれのタイミングで消費することで，いわゆる
個の視聴，分散視聴がますます加速すること
も予想されるが，そうした視聴スタイルが必ず
しもすべてのコンテンツで広がるわけではない
ことも今回のインタービューでは示されている。
たとえばドラマについて，どのタイミングで見
たいのか聞いたところ，皆で感想を語り合うた
めになるべく早く見たいという回答で全員が一
致した。

このように，友人・知人と放送内容について
語り合いたいという動機から，番組をリアルタ
イムで，あるいは放送時間からなるべく近いタイ
ミングで視聴したいと考える傾向があることが

わかった。これは，今後ネット経由の映像視聴
が広がることで，視聴のタイミングや見るコンテ
ンツがある程度分散する可能性がある一方で，
従来通りのマスの視聴（皆と同じコンテンツを同
じタイミングで見る視聴）は根強く残ることを示
唆している。また，感想を語り合いたいニーズ
の存在から，放送とソーシャルメディアの親和
性が高いことも示されていると言える。

（3）テレビ画面で使いたいアップス

では，テレビのネット接続については，どの
ように見ているのだろうか。今回CESにおいて
各家電メーカーが提案したアップス形式のチャ
ンネルが用意されたスマートテレビの可能性に
ついて聞いた。まず，テレビ画面上で欲しいアッ
プスはどのようなものかを尋ねた。

Ｑ :  ドラマはどのタイミングで見たいか。
Ｄ :  （放送から）24 時間以内に見たい。
Ｃ:  次の日にみんなとしゃべりたいから，できれ

ばその日に見たい。レコーダーで録画して 25
分遅れで見る。

Ｂ: リアルタイムで見られるならその時に見るよ。
Ａ :  リアルタイムで見たいけど，20 分遅れくらい

で見てＣＭ飛ばすほうがいいかな。リアルタ
イムで見たくない理由はＣＭだけだよ。

Ｂ:  フェイスブック 8）よりはツイッター系のものを
見たいね。あとユーチューブ。

Ａ :  ユーチューブは毎日見てる。ツイッターもいい
かも。あとは ESPN（スポーツ情報）がある
といいな。スポーツのスコアが見られるといい。

Ｃ:  大きなスクリーンでスコアとか出ればいいな。
Ｂ:  あと，E メールがあったら置くかな。E メール

があったらぜったい使うね。
Ｃ：メッセージが出ても見ないんじゃない？
Ｂ:  メッセージを読むというより，来たという事実

を知りたい。

この画像はありません
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動画視聴のユーチューブがテレビと親和性が
高いことは容易に想像がつくが，ツイッターや
スポーツのスコア情報，あるいはメール着信告
知など，プッシュ型のサービスを求める傾向が
見られたことは特筆すべきだろう。前述のシン
プルの重要性と同じく，テレビというメディアの
特性に沿ったプッシュ型のサービスの提供に需
要があることを示唆している。

その一方で，プル型の象徴ともいえる検索な
どのウェブの閲覧については，必要・不要の両
方の意見に分かれる形となった。

グーグルTVに象徴されるPCと同じような
ウェブ閲覧機能については，必要・不要がはっ
きりと分かれた。ウェブ閲覧機能は多くの人が
求める機能ではなく，Ｂの最後の発言に見られ
るように，選択肢の一つとして用意されるべき
機能であり，ネット接続テレビ必須の機能では
ないということが示唆されている。

3-3 利用者インタビューが示唆するもの
これらインタビューを総合すると，下記のよう

なことが考察される。

・オンデマンドニーズ
・シンプルな操作感
・つながり欲求を軸としたマス視聴
・プッシュ型サービスに需要
・ 様 な々選択肢＝カスタマイズ機能

放送事業者のタイムテーブルに限定されない
自由なオンデマンド視聴と情報入手が広がって
いることは，親子世帯，若者双方のインタビュー
から示された。オンデマンドによる情報消費に
象徴されるように利用者のニーズは多様化・細
分化しており，画質や機能，コンテンツの内容
など，様々な選択肢の中から，スマートフォン
のホーム画面のような自分専用にカスタマイズ
された操作性を求める傾向が感じられた。そ
うした多様化の中にあって，多くのユーザーに
支持される共通したニーズとしては，シンプル
な操作感と見つけやすさ，テレビ特性に即した
プッシュ型のサービスを求める声があげられる。
リーンバックとリモコン操作というテレビのメディ
ア特性を改めて見極めたうえでのサービスの提
供が重要だということが示されているのではな
いだろうか。

無論，これらは代表性に乏しい一部の声に
過ぎないが，ネット接続時代のテレビの可能性
を見るうえでは，いくつかの示唆が得られたと
言えるだろう。

  4　ネット接続時代のテレビ

4-1 ネット接続テレビは広がるか
ここまで米国での先進事例や，親子世帯の

ネット接続テレビ利用者の声，そして20代前半
の若者の声から，今後のネット接続時代のテレ
ビを展望してきた。

Ｂ:  テレビとデスクトップ PC が別の部屋にある
から，テレビでウェブ閲覧できたらいいと思う。
テレビを見ながら検索とかできたらいいね。

Ａ :  現在もテレビの横で PC を使っている。ひと
つの画面で操作できたらいいと思う。

Ｃ:  テレビはテレビに集中したい。ウェブ閲覧は
PC でできればいい。（画面を）分けたい。

Ｄ :  PC から離れたいからテレビを見るのであっ
て，テレビに PC と同じような機能は必要な
いと思う。

Ｂ:  フルハイビジョン対応とか，ウェブ閲覧機能
とか，いろんな選択肢が出てくると思うよ。
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では，日本国内のネット接続テレビは今後ど
うなっていくのか，今年1月にNHK放送文化
研究所で実施した「日本人とメディアに関する
世論調査」の結果を見ながら米国の事例とあわ
せ考察していきたい。

日本人とメディアに関する世論調査
〔調査概要〕
調査時期： 2011 年 1 月 7 日（金）〜 23 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： 住民基本台帳から層化無作為
 2 段抽出 2,000 人
調査有効数（率）： 1,323 人（66.2％）

まず，現状でどのくらいの利用者がネット接
続テレビを利用しているか把握するため，保有
状況と接続状況について聞いた（図2）。

質問文では，「テレビ画面でインターネット
サービスが楽しめる高機能テレビ」が家にある
か，ネット接続しているか，家にない場合は欲
しいと思うか，について尋ねた。

家にあると答えた人は全体の14％で，そのう
ち接続までしている人が5％，持っているが接
続していない人が9％，今はないが欲しいと思
う人が12％となった。性年層別に見ると男性の
20代〜 40代，女性の20代から30代で，欲し
いと思う人を含めた数が4割前後となった。若
い世代，特に30代を中心にテレビ画面での
ネットサービス利用に需要があることがうかが
える一方で，そうした若い世代でも「欲しいと
思わない」が半数以上に上っている。質問文
の「インターネットサービス」の捉え方にもよる
ため判断は難しいが，前述のように我が国にお
けるVODの市場は今日まで緩やかな成長にと
どまっており，今後，米国のネットフリックスの
ような安価な定額VODや無料コンテンツの増
加，またはSTBの無料配布などのプロモーショ
ン行動が見られない限り，ネット接続テレビの
急速な利用拡大は見込まれないと思われる。

その一方で変化の兆しも見え始めている。そ
れはスマートフォンの普及である。次のグラフ
は，現在のスマートフォンの所有状況と所有意
欲について尋ねた結果である（図3）。図 2　ネット接続テレビ所有状況

図 3　スマートフォン保有状況
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所有率も欲しいと思う人の割合も若い年代ほ
ど大きくなる傾向を示している。20代では，今
年1月時点での所有率が18％，欲しいと思う人
を含めると6割に達する。スマートフォンの特徴
であるアップスや，ホーム画面のカスタマイズ，
そしてスマートフォンを通じた他メディアのリ
モートコントロール機能の利用が広がれば，そ
れが契機となって，テレビのネット接続に結び
つく可能性もある。スマートフォンの普及がテレ
ビのネット接続につながると考えられる理由を，
次の5項目にまとめた。

・オンデマンド情報消費の拡大
・アップスの利用習慣
・カスタマイズニーズの増加
・無線 LAN の普及
・マルチデバイス操作の普及　
スマートフォンの普及は，いつでもどこでも

ネットから情報を入手するオンデマンド情報入手
の習慣を広げることになり，結果として，テレ
ビにおける番組視聴においても，自分が望む
タイミングでのオンデマンド視聴の欲求につな

がる可能性がある。その流れは，近年のデジ
タル録画機の普及拡大にも表れている。ハード
ディスクを使用したデジタル録画機の所有につ
いて聞いたところ，約半数の人が「すでに購入
している」と回答した。2年前に比べ2.4倍に増
加しており，オンデマンド視聴の環境が急速に
広がっていることがわかる（図4）。これは視聴
者の，番組視聴における自由度拡大欲求の表
れであり，スマートフォンの普及拡大がこの流れ
を加速させる可能性があると考えられる。

スマートフォンの普及をめぐっては，情報入手
速度を速めるために家庭内を無線 LANの環
境にするケースが増えることも，テレビのネット
接続にはプラスに働くことになる。また今回の
CESで多くのメーカーが提案し，アップルTV
などですでに始まっているスマートフォンでのリ
モートコントロール，あるいはスマートフォンで
見ている映像や画像をテレビ画面に簡単に転送
できるとなれば，それがテレビのネット接続のイ
ンセンティブになることは十分に考えられる。

テレビを視聴しながらのネット端末利用は，

図 4　デジタル録画機所有状況 図 5　テレビを見ながらすること
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20代，30代を中心に広がりつつある。図5はテ
レビを見ながら他のことをする場合，どんなこ
とをしているかを尋ねた結果である。

 全体では，食事に続いて家事や新聞・雑誌
などが続くが，20代では，携帯を通じたネット
利用が全体の4倍，30代では，PCを通じたネッ
ト利用が全体のほぼ2倍と，年層による明らか
な差が見られた。こうした視聴習慣が，今後テ
レビと他の端末との連携・連動につながってい
けば，結果としてテレビのネット接続に結びつく
可能性がある。

4-2　ネット接続時代の情報提供
テレビのネット接続，あるいはマルチデバイ

ス視聴が広がることで，テレビ視聴時にパソコ
ンや携帯，あるいはテレビそのものからネット
を経由した情報入手が可能となる。若い世代
を中心に拡大するテレビ視聴時のネット接続環
境の進展に，放送事業者はどう対応すべきな
のだろうか。テレビ視聴時に視聴者がどのよう
な情報を求めているのかを聞いた結果が図6

である。
テレビを見ている時に，どのような情報を知り

たいと思うか尋ねた結果，全体では「ニュースや
天気情報」，「放送で紹介された場所について」，
そして「知りたい・見たいと思うことはない」の順
で続いた。

性年層別に見ると，20代を除いては全体と
同じ傾向となった。20代男女では，「人物に
ついて」知りたいという回答が最も多くなった。
ニュース・天気は全体と同程度だったが，番組
やＣＭに映った商品について知りたいという項
目が，全体に比べて多く表れた。一方で，テレ
ビを見ている時は「知りたい・見たいと思うこ
とはない」が全体と比べて大幅に少ない結果と
なった。

このことから，放送事業者がネット経由で
付加情報を提供する場合，たとえば若年層に
利用者が多いスマートフォン向けのサイトでは，
人物や商品についての情報を豊富に提供するな
どの対応が求められると言える。また，20 代
男女で多く求められた放送に関連した商品情
報の提供は，広告収入の先行き不透明な民放
各社にとっては放送外収入増のチャンスとなり
うる。

こうした年層ごとの情報ニーズを把握しなが
ら，放送に関連した情報を充実させていくこと
は，ネット接続時代の放送事業者にとって欠く
ことのできない対応策となることが予想される。

4-3　まとめ～自由度を増す視聴スタイル
米国の先進事例，インタビュー，そしてスマー

トフォンの普及と，欲しい時に欲しい情報，映
像を入手するオンデマンド消費が広がっている
ことは明らかなように見える。今後，ネット環
境に慣れ親しんだ視聴者が，テレビ番組につい

図 6　テレビ視聴時に知りたいこと
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てもオンデマンドで視聴したいと考えるのは自
然な流れだと考えられる。

1970年以降にリモコンを利用するようになっ
た視聴者 9）が，ザッピングに象徴される「チャン
ネル選択の自由」を手にしたように，テレビ周り
のネット環境の進展は，さらに一歩踏み込んだ

「コンテンツ選択の自由」を視聴者に与えること
になる。米国のスマートテレビ利用者の「放送
局側が決めたコンテンツに限定されない点が気
に入っている」との発言や，若者インタビューで
聞かれた「テレビニュースは眠くなるからネット
で調べる」との発言が示唆するように，テレビ
周りのネット接続は，主導権が視聴者側に移
行することを意味し，視聴者の自由度を高める
ことにつながると考えられる。

それはコンテンツ選択の自由とともに，端末
選択の自由度をも高めることを意味しており，
様 な々「ボーダレス化」を引き起こすことにつな
がる。すなわち，チャンネルのボーダレス，コ
ンテンツのボーダレス，視聴端末のボーダレス，
視聴エリアのボーダレスなど，あらゆる側面で
のボーダレス化の進行である。こうした流れは
もはや止められるものではなく，利用者の自由
を阻害することは，テレビ離れの加速につなが
るであろう。これまで限られた電波の中での競

争を重ねてきた放送事業者は，より開かれた競
争にさらされることは避けられない。

一方で，テレビ周りのネット接続の進展は，
オープンな競争を放送事業者に強いるだけで
なく，放送の価値を高めるプラスの側面も見え
始めている。ネット接続環境が広がることで，
ツイッターなどのソーシャル機能と放送の親和
性はますます高まることが，若者のドラマにつ
いて語り合いたいという言葉からも示されてい
る。それは，ネット接続前後の視聴フローの
変化に表れている。
図7-1に見られるような従来の視聴フローで

は，新聞のテレビ欄などで知った番組を見て，
それについて知人と語る程度で，大きな広がり
は見られなかったが，ネット接続時代の視聴フ
ロー（図7-2）では，ソーシャルな場での情報
共有や共感が生まれることで，新たな番組との
出会い，あるいは番組をより深く味わう機会の
創出につながり，番組視聴の「機会の拡大」や

「深度の増大」といった放送価値向上につなが
る可能性が考えられる。とりわけ，ツイッター
の「リツィート」やフェイスブックの「いいね！」

図 7-1　従来の視聴フロー

図 7-2　ネット接続時代の視聴フロー
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に象徴される拡散機能によって，従来では考え
られなかった視聴の広がりが生じることが予想
される。

こうしたネット接続時代の視聴フローは，
ユーザー同士が自由に語り合える場があって
初めて循環として回り始めるものであり，ま
た，ソーシャルな場で生じた「オンデマンド視
聴ニーズ」を受け止める自由なVODの環境が
あって初めて成り立つものである。ここでも，
ユーザーの自由度を高めることが放送価値の
維持，向上につながることが示されていると言
える。

ネット接続時代の放送事業者に求められてい
ることは，番組視聴の時間・場所・端末の自由
をはじめとしたユーザーの自由度を高め，需要
ある情報や選択肢を過不足なく提供することで
ある。メディアの多様化の中で，シンプルで使
いやすいというテレビの特性を再認識し，ユー
ザーの声と真摯に向き合うことの重要性が，ま
すます高まっていると言えるだろう。

　　　　　　（おがわ こうじ）

注：
1）全米家電協会（CEA）が主催する家電の国際

展示会。年の初めに世界中の企業が新技術・新
製品をアピールすることから，その年の業界動
向を占う場として注目されている。今年は米国
外から過去最大の 3 万人，米国内あわせ 14 万
人が訪れた。

2）アップル社ニュースリリース（http://www.
apple.com/jp/news/2011/mar/03ios.html）

3）サムスンの TV アップスダウンロード数 200 万
到達に関するニュースリリース（http://www.
samsung.com/us/news/newsRead.do?news_se
q=19803&page=5&gltype=globalnews）

4）Roku（ロク）：ネットフリックスやアマゾンビデオ
オンデマンドなどの映像配信アップスが利用でき
る STB で，59ドルからという低価格とシンプル

な操作画面が最大の特徴となっている。マーケ
ティング担当者へのヒアリングによれば，発売か
ら1 年半で 100 万台を販売，ユーザーの 7 割が
35 歳から 65 歳で，比較的高めの年齢層が中心。
その背景を「シンプルな操作感が支持されている」
と分析している。

5）Netflix（ネットフリックス）：DVD の宅配レン
タルサービスで成長した新興企業。オンライン
配信サービス「Watch Instantly」も 2009 年秋
から開始。2010 年末に会員数が 2,000 万件を突
破。映画だけでなく放送番組も配信。2012 年
完成予定の放送番組について独占配信の権利を
取得し，放送事業者を脅かす存在に成長してい
る。

6） Hulu（フールー） : http://www.hulu.com/
2008 年に始まったアメリカの番組配信事業。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。2010 年秋にはテレビ
やスマートフォンなどでも利用できる月額 7.99ド
ルのプレミアムサービス「hulu プラス」を開始。
現在はアメリカ国内に限定したサービスだが，日
本を含めた海外への進出を準備しているとの報
道もある（http://online.wsj.com/article/SB100
01424052748704594804575649050239898456.
html?mod=WSJ_Tech_LEFTTopNews）。

7）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
限定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。フォロー（登録）した書き込み
が自動的に表示・更新されていくため，ニュース
取得ツールとしても活用されている。

8）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。2010 年 7 月
にユーザー数は全世界で 5 億人に達したと
発 表 さ れ た（http://blog.facebook.com/blog.
php?post=409753352130）。2008 年に日本語版
も公開されている。

9） 国立科学博物館 産業技術の歴史（http://sts.
kahaku.go.jp/sts/set_top.html）によれば，1977
年に製造されたＳＭＫ株式会社の送信機が，赤外
線方式（現在主流の技術）における日本で最初のワ
イヤレスリモコンとされる（資料番号 00210021032）。
量産品としては同年に松下電器（当時）が本格リモ
コン 26 型テレビを発表した。日本放送協会編『20
世紀放送史（年表）』（2001 年・NHK 出版）467 ペー
ジ参照。


