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るのか？～」と題したシンポジウムを開催した。
インターネットの社会基盤化やモバイル化，デ
ジタル化が加速し，それに伴い人々の情報や
コンテンツへの接し方や意識が変わりつつある
中，単にその変容に迎合するのではなく，し
かし，これまで構築してきた枠組みのみを前提
とするのでもなく，主体的，挑戦的にテレビや
放送にしかできない役割や価値を創造・強化
していく新サービスこそが，これからの社会に
求められていくのではないかと考えたからであ
る。こうした観点から，パネリストには，近年，
新規に市場参入している通信キャリアやネット
事業者ではなく，テレビサービスを長期間にわ
たり共に支えてきた放送事業者と広告代理店，
テレビメーカーに登壇いただき，新サービスへ

はじめに

2020年の東京オリンピック開催が決まり，
4K/8Kを筆頭にテレビ新サービスをオールジャ
パンで進めていこうという気運は次第に盛り上
がってきているようにみえる。しかし，NHK・
民放という放送の二元体制や，強固な無料広
告モデルによって運営されてきた民放地上波シ
ステムという日本の特殊な枠組みを背負いなが
ら，利害の異なる事業者間でどう協調し，また
競合に伴う摩擦をどう乗り越えて新サービスの
枠組みを作っていけるかについては，先行きが
見えているとは言い難い。　

こうした中，2014年3月に文研では「テレビ
の未来～変容するメディア空間で何が求められ

放送・通信連携サービスの多様化が止まらない。2013 年の総務省「放送サービスの高度化に関する検討会」
を受け，4K/8Kと共にハイブリッドキャストをオールジャパンで進めようという動き，それと並行して各事業者
でも新サービスや，それを提供する様々な手段の開発が行われている。例えば民放各局では，モバイルを活用
したセカンドスクリーンサービスやそのプラットフォーム化が模索され，テレビメーカーではメーカー主導で新た
なテレビの視聴や活用を提案する各種スマートテレビが売り出されている。この他，通信キャリア，ネット事業
者，VOD 事業者も積極的に市場に参入してきている。

2014 年3月，NHK放送文化研究所では，放送・通信連携サービスを積極的に進める放送事業者と広告代
理店，メーカーをパネリストにシンポジウムを行った。シンポでは新サービスが今後人々にどの程度浸透してい
くのか，それはどこまでテレビの価値や役割の創造・強化，そして持続可能な放送のビジネス（運営）モデル
の構築につながっていくのかについて報告・議論を行った。本稿は今シンポジウムの再構成である。

  2014年 春の研究発表とシンポジウム

テレビの未来
～変容するメディア空間で何が求められるのか？～

メディア研究部  後藤千恵 / 小林憲一 / 関谷道雄　
/ 松本和也 / 村上圭子　
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の心意気，現状認識や長期ビジョンを伺うこと
にした。

本稿は，今シンポジウムの報告・議論の再
構成である。第1章は各パネリストの取り組み
を通じてテレビ新サービスの現状を提示した上
で，それぞれの利用者がサービスについてどう
感じているか，グループインタビューを行った
結果を報告する。第2章では，今後どのような
新サービスが求められていくのかを探るために
行った，新サービスに関連する世論調査とイン
ターネット調査の結果を報告する。そして第3
章では，パネリストの議論を，新サービスの手
段と内容という2つの観点から再構成し，それ
ぞれについて課題と展望を整理する。

＜パネリスト＞

小杉善信
（日本テレビ放送網 取締役専務執行役員）

今谷秀和
（電通関西支社 テレビ局 局次長）

片岡秀夫	
（東芝デジタルプロダクツ＆サービス社
プロダクト＆ソーシャル・インターフェイス部 部長

1）
）

吉沢　章
（NHK メディア企画室 室長）

司会：村上圭子（文研メディア研究部）

報告：松本和也（同研究部）

1　進む新サービスと利用者の反応

1－ 1　新サービスの概要とねらい

シンポではまずパネリスト側が現在進めてい
る新サービスの概要を紹介，そのねらいについ
てそれぞれコメントをいただいた。

（1） 日本テレビ

「JoinTV（ジョインティービー）」

2012 年に開始した，テレビとSNSを組み合
わせてテレビをリアルタイムでより楽しんでもらお
うというサービス。スマホなどのセカンドスクリー
ンと連動することで，友だちと一緒にプレゼント
の応募をするなど様々な番組連動企画を楽しむ
ことができる。これまでも，アニメ『新世紀エ
ヴァンゲリオン』など様々な番組との連動企画を
実施。2013 年12月には「フリフリTV」という，
スマホを振るだけで放送中の番組につながる新
サービスも開始した。

小杉：スマホが発達する中で，SNS などを使っ
たレコメンド（お勧め）がテレビのリアルタイム
視聴につながるのではないかと考えてサービス
を実施しました。その結果，「JoinTV」の持つ
視聴者との双方向
性は，ビジネスに
もなると感じまし
た。僕ら民間放送
事業者は広告ビジ
ネスで成り立って
いるので，“テレビ
と生活者”という
所でもスポンサー

日本テレビ「JoinTV」概要

小杉氏資料
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さんに喜んでもらえるビジネスができる，テレビ
の入口でも出口でもビジネスになるということが

「JoinTV」の大きな特性です。そして「フリフリ
TV」は，入口（スマホアプリ）を親しみやすい
娯楽性のあるものにして，そこからオンエア，オ
ンラインへとつなげていく仕掛けです。ネット
ユーザーをテレビに連れてくるという方向，テレ
ビを楽しんでいる人によりテレビを楽しんでもら
うという方向，それと，テレビを見ている人をネッ
トの世界に連れ出していくという方向。これら
を全部組み合わせたサービスといえます。

（2）マルチスクリーン型放送研究会

「SyncCast（シンクキャスト）」

マルチスクリーン型放送研究会（マル研）は，
ローカル民法，広告代理店，メーカーなどで2011
年12月に設立された。2014 年2月からは，ロー
カル民法共通の番組連動アプリ「SyncCast」サー
ビスを全国で順次展開中。オンエア中にこのアプ
リを立ち上げておくと，番組で紹介された商品や
店舗などの情報がスマホの画面に表示され，ワ
ンクリックで地図や検索エンジンなどにジャンプす
ることが可能。CMの音を聞き分けることもでき，
アプリに対応したCMが放送されると，その音声
に反応して関連情報が表示される。番組やCM

に関する情報はスマホ内に蓄積されるため，オン
エア後に改めて確認できる仕組みとなっている。

今谷：シンクキャストには 4 つポイントがあると
思っています。最大のポイントは局の横断型で
あるということ。個別の視聴率競争をする前に，
テレビ自体の土俵が危うくなっていると言われ
ているわけで，まずは土俵自体を業界内で固め
ようということです。2 つ目は，実は私はここか
ら発想したので
すが，テレビ CM
を見ている皆さん
は勝手に検索し
ているのですが，
そうするとYahoo!
とか Google にお
金が落ちていくん
ですね。これを
テレビ局自身がやってみよう，視聴者が自分で
検索しなくても CM のチャンスが来た時に自動
的に携帯に CM バナーを出していくということ
をやり始めた経緯があり，それがスマホになり，
非常にやりやすくなったんです。3 つ目は番組メ
タデータの使い方。事前に番組の中身を知って
いるのは放送局なので，自らそのデータをうま
く使うことで，そこから別のビジネスも生まれる
のかもしれない。4 つ目はスマホのデバイスとし
ての特性。スマホは事業者側にとってネットと
同じデータが得られます。テレビの視聴履歴，
つまり，どんな視聴態度だったか，どういう人
が見ていたのかがみえてきます。もちろんこれ
は広告ビジネスに使いますが，それ以前に番組
をよくしたり，ターゲットを考えた番組制作をよ
り科学的にできるので，放送局自身のマーケティ
ング機能として使えると思います。

マル研「SyncCast」デモ

（写真左：TV 画面，右：アプリ画面）
マル研提供
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（3）東芝 REGZA クラウドサービス「TimeOn」

サービスの前提となるのはチャンネルを丸ごと
録画することができる「全録」機能。この機能と
クラウド上にある番組のメタ情報を組み合わせた
新サービスが「TimeOn」である。録画してある
ものの中から該当シーンだけを探し出せる「みど
ころシーン再生」機能では，様々なキーワードで
局や番組を横断してシーン検索をすることができ
る。また「おまかせ録画コミュニティ」機能では，
特定テーマや自分だけのオリジナルの録画リスト
を作成することができる。 

片岡：30 代後半ぐらいから上と，その下の年
代ではだいぶテレビに関する意識が違うと思い
ます。チャンネルが少なくて録画ができなかっ
た時代を知っている人たちは，番組というもの
はその時間に帰っ
てでも見なきゃい
かんという意識で
捉えてきました。
一方，今は大容
量の録画機がで
き，更に VOD や
SNS もあり， 放
送自体も多チャン

ネル化し番組表が広大な情報空間になり，番
組を見つけるのが大変になってきました。こう
した課題を解消しない限り，テレビという装置
自体が面倒くさいものになってしまいます。つま
り，お客様に番組とどう出会っていただくかと
いう所をシステム化していかないと，そもそもテ
レビも使われず，買っていただけない。業界も
我々も生き残れない。まず使っていただく，番
組を見つけていただく，そうするために何が必
要なのか。そのアプローチとして考えたのが，
この「TimeOn」です。この名前の意図は，時
間の上にオンする，ということです。我々は時
間軸を乗り越え，色々なことが時間という壁を
越えてできるように，との思いを込めています。

（4）NHK 「NHK Hybridcast」

ハイブリッドキャストサービスは，現在オール
ジャパンで進めている放送・通信連携サービス
である。NHKでは 2013 年 9月，各局に先駆け
てサービスを開始した。現在，放送を見ながら
ニュースやスポーツなどの最新情報，これまで
のデータ放送より詳細な気象の情報などを同じ
画面上でチェックできる機能や，過去のNHK
のおよそ 800 本のニュースや番組のダイジェスト
映像を無料で楽しめる「みのがしなつかし」と
いう動画サービスを展開している。またソチオリ
ンピックでは，総務大臣の特認業務として，放
送途中であっても番組の開始時点にまでさかの
ぼって視聴ができる「時差再生」サービスが行
われた。
吉沢：放送は大多数の人たちに，一度に同じ
情報を提供できるという意味で，他に並ぶもの
はなく，この機能はこれから先もずっと維持さ
れていくと思います。一方で，通信は個 人々が
必要な情報だけを提供するパーソナルなサー

東芝 REGZA「TimeON」概要

片岡氏資料
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ビスです。そこで
放送と通信の利
点を視聴者の利
便性のためにうま
く連 携させて新
サービスを行うこ
とが，将来的に
は放送局の役割
の 1 つとなってく

るのではないかと思っています。
ハイブリッドキャストは，NHKが最初に始

めただけであって，できれば他の局でも次 と々
始まり，サービスを競争し定着させていくとい
うのがいいと思っています。ただ，ビジネスと
して成り立たないと長続きはしない。対応受信
機が500万台とか1,000万台ぐらい売れ，使え
る状態になって初めてビジネスとして成り立ち，
民放やサードパーティーによるアプリの提供が
できるようになると思います。その前の段階で
は公共放送が先導的な役割を果たして，メー
カーと一緒に対応受信機の普及や，普及のた
めのコンテンツ作りに取り組んでいきます。

1 － 2　サービス利用者の実像と受け止め

シンポでは以上のような新サービスの概要と

ねらいを提示した上で，各サービスの利用者
に，利用の実態や感想，今後の要望などにつ
いて聞いたグループインタビュー（グルイン）の
結果を報告した。インタビューは，放送事業
者の行うセカンドスクリーンサービス，「NHK 
Hybridcast」，東芝REGZAクラウドサービス

「TimeOn」の3グループに分けて実施した。

【調査の概要】
調査時期： 2014 年 2 月15・16 日
調査方法： フォーカスグループインタビュー
 （1 グループあたり2 時間半）
調査相手： インターネットを仕事以外で週 4 ～

5 日以上利用し，スマホまたはタブ
レット端末を持っている調査会社
の登録モニター（関東 1 都 3 県在
住の 15 ～ 69 歳）の中から抽出

（1）セカンドスクリーンサービス 利用者 6 人
（2）「NHK Hybridcast」 　利用者 6 人
（3）東芝 REGZA「TimeOn」　利用者 5 人

（1）セカンドスクリーンサービス利用者
（20・30 代各 3 人〈男女 3 人ずつ〉計 6 人）

○ 利用の実態と感想

現在，放送事業者が行っているセカンドスク
リーンサービスの多くは，クイズやゲーム，ま
たスマホをタップして番組中に盛り上がるなど，
気軽に参加できる番組連動企画において行わ
れている。そのため，グルイン参加者の全員
がこうした企画への参加を通じてサービスを利
用していた。

利用の動機は，番組視聴中にたまたま知って
「なんとなく」，もしくはプレゼントや限定の画
像などの特典に惹かれて軽い気持ちで，という
消極的な声が大勢を占め，アプリを継続的に

「NHK Hybridcast」概要

吉沢氏資料
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利用している人や，連動企画のある番組を探し
てまで利用したいという意向がある人は見受け
られなかった。

ただし，積極的ではないものの今後の利用
意向は高く，何らかの対価，もしくは参加の手
応えがあるものへの期待がうかがえた。前者
は，気楽に参加でき，かつ“お得”な特典がも
れなくついてくるもの，後者は，自分の投票が
コンテストの結果を左右したり，番組に参加し
た自分の名前が最後のロールテロップに載るな
ど，番組への関与が内容に深く反映されるタイ
プのものであった。
○ セカンドスクリーンアプリについて

次に，このサービスを実施する際，視聴者
と番組や放送局とをつなぐ主要な手段となるセ
カンドスクリーンアプリについて，その使い勝
手や要望について詳しく聞いた。

まず大前提として聞かれたのが，「アプリの
数はできる限り少なくしたい」「番組別でなく，
せめて放送局ごとにまとめてほしい」という声
だった。更に「ずっとアプリを立ち上げている
とバッテリーの消耗が心配」「アプリを立ち上
げておくとスマホで他のことができない」との
意見も相次いだ。

また，番組やCMの内容にちなんだ検索情
報やお得情報が放送と同期してスマホに送ら
れる，マルチスクリーン型放送研究会で実験
中の「SyncCast」については，「お得情報は嬉
しいが，関心のないものの場合わずらわしい」

「CMの時間まで情報が送り続けられたら，い
つトイレに行けばいいの？」との心理的抵抗感
を示す人も少なくなかった。
○ まとめ

グルイン前のスクリーニング調査では，参加
者の全てが複数の番組や局のサービスを利用し

ていると回答していたため，能動的にサービス
を利用している人たちだと想定していたが，グ
ルイン全般を通じて消極的な声が多かったのは
意外であった。しかしこのことから，放送事業
者の行うセカンドスクリーンサービスの利用者
層は，現在においては，受け身のテレビ視聴の
延長線上に位置しているということがうかがえ
た。また，こうした放送局のセカンドスクリーン
アプリ利用者であっても，スマホの画面を放送
局にコントロールされることに対する抵抗感は
強く，今後，放送事業者がアプリを普及させ
ていくには，利用者の利便性や心理的ハードル
に対し，どれだけ想像力を働かせられるかがカ
ギになると思われた。

（2）ハイブリッドキャスト対応テレビ視聴者
（20・30・50・60 代各 1 人，40 代 2 人

　　　　　　　　　　　〈いずれも男性〉計 6 人）

○ 対応テレビ購入のきっかけ

このグルインでは，「NHK Hybridcast」の
サービス内容について聞く前に，対応テレビ
購入のきっかけについて聞いた。対応テレビは
2013年8月に発売が開始され，グルインを行っ
た2014年2月時点では市場で10万台程度しか
販売されていなかったためである。

購入前に対応テレビと知っていて購入の決め
手となったという人は2人。1人は「NHK放送
技術研究所のイベントでハイブリッドキャスト
のデモを見て，将来の可能性を感じたから」と
いう技術系の仕事に従事する男性，もう1人は

「子ども向けコンテンツ（「おはなしのくに」）に
惹かれて」という20 代の父親であった。残り4
人は「大型テレビを買ったら，たまたま機能が
ついていた」「購入して初めてハイブリッドキャ
ストの機能がついているのに気づいた」など，

JULY 2014
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購入前にサービスについては，まったく認知し
ていないか理解しておらず，「データ放送が少
しリッチになっているくらいでインパクトがな
い」と，購入後も機能について詳しく知ろうとし
ていなかった人もいた。
○ 利用の実態と感想

「NHK Hybridcast」については，参加者6人
のうち5人は，ニュース，天気情報，番組表と
いった，データ放送の時と同じような使い方に
とどまっていた。無料アーカイブ映像「みのが
しなつかし」など，新サービスならではの独自
機能を利用したことのある人は2人であった。

またこのサービスの大きな特徴である，テレ
ビ画面に多くの情報が表示されることについて
は，見やすいという意見がある一方で，「詳し
い情報を調べたいならパソコンなどを使えばい
い。テレビ画面が他の情報に占有されるサー
ビスを放送局自身が行うのはいかがなものか」
と，見解が分かれた。

セカンドスクリーン連動のランチャーアプリの
利用者はおらず，全員がリモコンでサービスを
利用していたが，起動が遅い，操作しにくいな
どの不満が相次いだ。
○ サービスの今後の展開について

ソチオリンピック期間中に行われた「時差再
生サービス」についての期待は高く，スポーツ
に限らず様々な番組で使ってみたいという声が
多かった。また，「スキップできる時間が固定
されているのは使いにくい」「この時間にどの
シーンがあったかなど，目印があると巻き戻し
やすい」など，機能向上を求める声も具体的に
あげられた。

グルインを実施した時期には，総務省の実
証実験「Hybridcast2014」で民放キー局中心
にハイブリッドキャスト対応テレビに向けた放

送が行われていたが，そのことを知っている人
はおらず，「民放にまで広がる前にこのサービス
は終わってしまうのではないか」と心配する声
も聞かれた。
○ まとめ

デモで無料アーカイブ映像「みのがしなつ
かし」を見てもらった所，非常に好評で，今後
より多くの映像を充実させてほしいという期待
の声が寄せられた。前述した時差再生も含め，
放送事業者が行うサービスであることから，過
去か現在かを問わず，多様な番組へのアクセス
を高めるような機能の充実への期待が高いと
感じた。

（3）東芝 REGZA クラウドサービス

　　　　　　　　　　　「TimeOn」利用者
（20 代 3 人，40・50 代各 1 人

　　　　　　　　　　 〈いずれも男性〉計 5 人）

○「全録」利用の実態と感想

このサービスは，自宅のサーバーに「全録」
した番組を，クラウド上にある番組情報を活用
することで，シーン検索など様々なタイプの視
聴を可能にするものである。そのため，まず
サービスの前提となる「全録」について，その
利用実態と感想を伺った。

全録タイプではない以前のテレビや録画機を
使用していた時と比べ，全員が視聴時間は増
えたと回答した。「もう全録なしの生活には戻
れない」という1人の発言に対し，皆が頷く姿
は印象的であった。

視聴の時間量だけでなく，視聴の仕方にも
様々な変化がみられているという声が相次い
だ。まず全員が「CMはスキップ」。また「これ
まで知らなかった番組まで見るようになり関心
が広がった」という人がいる一方で，「好きな
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ジャンルの番組ばかり見るようになり，視聴傾
向に偏りが出てきた気がする」「1つ1つの番組
をさっと見るようになり，以前より見方が淡泊に
なった」などの声もあった。
○ クラウドサービス「TimeOn」利用の実態と感想

クラウドサービス「TimeOn」については，
全録機能に比べあまり利用されていないという
のが実態であった。その中で比較的活用され
ていたのは，局横断でシーンをキーワード検索
できる機能であった。中でも「Yahoo!急上昇
ワード」からシーンを検索できるサービスについ
ては，最近の話題の情報をテレビ映像で探れ
るということで評価は高かった。また，中には

「報道内容を各局で比較したりする際には非常
に便利に使っている」と，新たなテレビ視聴の
萌芽がうかがえる発言もあった。ただ，検索し
たシーンを友人などにお勧めする機能について
は，東芝の同じ機能のあるテレビを所有してい
る人同士でなければならないため，あっても現
実的に使える機能ではない，と不評であった。
○ まとめ

全録というサービスは視聴習慣を一変させ
るほど大きなインパクトを持っているということ
を，利用者の生の声を通じて今回改めて実感
させられた。ただ，それに比べるとクラウド視
聴サービスについては，サービスを提供する東
芝の設計思想と利用者とのギャップが大きく，
利用者はあくまで過去の「番組表」から「番組」
を選択して見ているという段階にとどまってい
た。このサービスが今後，時間編成や番組単
位といった，これまで放送事業者が提供して
きたモデルを変えるような新たな視聴をけん引
していく可能性がどこまであるかについては，
今回のグルインではまだわからなかった。

2　新サービスの裾野は広がるか？

今回のシンポで取り上げた新サービスは開
始してまだ1年程度の新しいものであり，利用
者もごく限られている。そのため，これらの新
サービスが今後どのくらい広がるのか，また，
まだ提供されていないサービスも含め，人々は
どんな手段・内容のサービスを求めているのか
を探るため，文研では2014年1月に世論調査
を，2月にインターネット調査を行った。世論調
査ではテレビのネット接続など新サービス提供
の前提となる国民全体の最新の視聴実態の把
握を，インターネット調査では，ネットを恒常
的に利用し，かつスマホやタブレット端末を所
持しているという，新サービスのターゲットに
より近い人たちに対し，新サービスの具体的な
手段や内容に関すること及び今後のニーズをた
ずねた。以下，それぞれの調査について概要
を報告する。

2 － 1　世論調査

【調査の概要】
調査時期： 2014 年 1 月10 日～ 26 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（157 地点）
調査有効数（率）：1,339人（67.0％）

（1）テレビを見ながらの別端末利用

まず，セカンドスクリーンサービスの前提とな
る，テレビを見ながらパソコンや携帯電話，ス
マホなどの別端末を同時に利用する人の数がど
の程度に上るのかをみてみる。「いつも使ってい
る」は9%，「ときどき使っている」が27%。「あ

JULY 2014
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まり使わない」の8%まで含めると，「使ってい
る」は合計44%であった（図1）。この「使って
いる」人は，男女による偏りはないが，年層別
にみると40代以下で高くなっていた。

調査では，この「使っている」590人に対し，
テレビを見ながら別端末を使って行うSNSや
検索の内容が，放送されているテレビの内容
と関係あるかどうかを聞いた。「ほとんどが関
係あるもの」が5%，「関係あるものが多い」は
7%と，テレビの前での別端末の利用行動が
日常的にテレビ起点で行われているのは，同
時利用者の1割程度であるということがわかっ
た。ただ，「関係あるものと関係ないものが
半々くらい」17％と「関係あるものは少ない」
25％の合わせて42％の人たちも，状況次第で
はテレビの内容に反応する可能性はあり，こ
うした端末を見ながらテレビを“聞いて”いる
層に関する分析が，今後，セカンドスクリーン
サービスを進めていく上で最も重要となってく
ると思われる。

（2）テレビのインターネット接続

図2 2）は，テレビのネット接続の有無につい

て聞いた結果を示したものである。テレビを
ネットに「つないでいる」人は18%で，2013年
の世論調査 3）（16%）からほとんど変化はみられ
ない。「つないでいない」はほぼ 8割で，以前
から放送事業者がキャンペーンを行うなどして
テレビのネット接続を進めてきたにもかかわら
ず，こうした動きが訴求力を持ち得ていないこ
とがうかがえる。「つないでいる」人は，性年
層別にみると男性40 代で平均より高く，男女
70歳以上では低くなっていた。

調査では，テレビにネットをつないでいる
238人に対し，家族も含めて詳細に利用実態
を聞いた。「自分も家族も利用している」は
41%，その一方で「自分も家族も利用していな
い」，つまり自宅のテレビはネットにつながって
はいるが誰も利用していないという人がおよそ
5 分の1存在している実態が明らかとなった。
更に「自分は利用していないが家族は利用し
ている」は27%で，テレビをネットに「つない
でいる」と回答した人のうち，約半数は実際に
自分は利用していないことが明らかとなった。
今後も事業者がテレビをネットに接続するサー
ビスを広げていこうとする場合，ネットにつな
ぐ行為に対するハードルと，その後にサービス

図 1　テレビを見ながらの別端末利用

図 2　テレビのインターネット接続①
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を使う行為に対するハードルの，その2 段階を
意識した戦略が求められるであろう。

次に，自分が「利用している」という53%の
人に対し，現在利用しているサービスの内容を
複数回答で聞いた。その結果，「データ放送」
が約半数と最も高かったが，それとほぼ拮抗し
ていたのが「YouTubeやニコニコ動画などの動
画サイト視聴」であった。次いで「視聴者参加
型番組への参加」「動画サイト以外のネットサー
ビス」「ゲーム利用」と続いた。テレビのネット
接続は，今後，テレビを“スクリーン”として
利用する習慣がどの程度広がっていくかにも大
きく関わってくると思われる。

（3）インターネット接続しないという選択

一方，テレビにネットをつないでいない人の
理由とは何か。「つないでいない」と回答した
1,050人に，その理由を複数回答で聞いた（図

3）。最も多かったのは「そもそもインターネット
を利用するつもりがない」で41%，2番目は「イ
ンターネットにつないでまで利用したいサービ
スがない」の28%であった。「インターネットを
利用するつもりがない」は60 代以上の男女で高
く，「利用したいサービスがない」は30 代の男

女と50 代の男性で高かった。もともとネットと
親和性が低い層は「使うつもりがなく」，ネット
をよく利用している層は「つないでまで利用し
たいサービスがない」と感じていることがうか
がえる。

（4）据え置き型テレビ以外でのテレビ視聴

最後に，宅内外でのマルチスクリーン視聴
サービスが広がる中，据え置き型のテレビ以外
の端末を利用してどのくらいの人たちがテレビ
を見ているかを聞いた結果を示しておく（図4）。

「よく見る」は4%，「ときどき見る」が10%で，
「あまり見ない」の8%も含めると「見ている」は
合計22%となり2割を超えていた。「見ている」
人は，女性より男性に多く，性年層別にみると
男性では40 代以下，女性では30 代以下で平
均より高くなっていた。

次に「見ている」と回答した299人に対し，
使っている端末を複数回答で聞いたところ，最
も多かったのは「スマートフォン」の48%で，次
いで「パソコン」45%，「携帯電話」32%となっ
た。「タブレット端末」は13%，「携帯ゲーム機」
は4%であった。「スマートフォン」は40 代以下

図 3　テレビのインターネット接続②

図 4　据え置き型以外のテレビ視聴

接続あり 接続なし わからない
テレビなし

378%18 1

1,050 人

その他利用できる
サービスが
わからない

接続できる
環境にない

接続が
むずかしい

利用したい
サービスが
ない

利用する
つもりが
ない

41%
28

8 7 6 11

ネットを接続しない理由 （MA）

よく見る
ときどき見る ほとんど・

まったく見ないあまり見ない

299 人

携帯
ゲーム機

タブレット
端末

携帯電話パソコンスマート
フォン

48% 45
32

13 4

据え置き型以外の端末

まったく・ほとんど見ない
あまり見ない
ときどき見る
よく見る77%8104

（MA）

JULY 2014



50 　JULY 2014

の男性，30 代以下の女性で平均より高くなっ
ていた。

2 － 2　インターネット調査

【調査の概要】
調査時期： 2014 年 2 月 6 日～ 10 日
調査方法： インターネット調査
調査相手： 調査会社の登録モニター（全国の

15 ～ 69 歳）の中で，インターネット
を仕事以外で週 4 ～ 5 日以上利用
し，スマホまたはタブレット端末を
持っている 2,046 人

（1）テレビの新サービスの利用と認知

まず，今回のシンポで取り上げた3つのサー
ビスの手段，「セカンドスクリーンサービス」「ハ
イブリッドキャスト」「スマートテレビ」につい
て，ネットを恒常的に利用し，かつスマホやタ
ブレット端末を持つ今回の調査相手がどの程
度利用し，または知っているのかをみてみる。
それぞれのサービスについては予め定義付けを
し，説明文を付与した上で質問を行った4）。　

これらの新サービスを「使っている」と回
答した人は，いずれも2％までにとどまった。

「使っていないが，言葉の意味は知っている」
人はスマートテレビが21％，セカンドスクリー
ンが12％，ハイブリッドキャストは5％だった

（図5）。
このうち，女性では「使っている」「使ってい

ないが，言葉の意味は知っている」という人が
3つのサービス全てで10％以下であった。女性

の間では，普段ネットを恒常的に利用している
人であっても，これらの新サービスが十分に知
られていないという現状がうかがえた。

（2）テレビの新サービスに対するニーズ　

調査では，まだ実際に提供されていない内
容も含め，テレビの新サービスを具体的に例示
してニーズを探る質問を行った。今回は，「番
組へのアクセス」と「個別化」という2つのサー
ビスのカテゴリーを設定した。
○ 番組へのアクセスを高める新サービス

番組へのアクセスを高める新サービスとして
提示したのは，以下の5つである。

これらの新サービスの中で「必要だ」「やや

①「見逃し無料」：番組を一定期間ネットで無
料視聴できる

②「時差再生」：番組を放送終了前に途中か
らさかのぼって再生できる

③「番組全録」：番組を全て録画した上で好
きなものを検索して再生視聴できる

④「宅外視聴」：自宅で受信・録画したテレビ
番組を外出先で視聴できる

⑤「同時再送信」：ネットで放送と同じ内容を
同時に見ることができる

10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代
男 6 74 220 344 304 118
女 16 184 321 266 147 46

図 5　新サービスの利用と認知
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必要だ」と答えた人が最も多かったのは「見逃
し無料」で，62％と3人に2 人に上った。次は

「時差再生」で47％と半数近くを占めた。次い
で「番組全録」40％，「宅外視聴」31％と続き，
ネットへの「同時再送信」に関しては22％だっ
た（図6）。

最も多くのニーズがあった「見逃し無料」に
ついて性年層別にみてみると，50 代以下の全
ての年層で「必要だ」「やや必要だ」という人が
60％を超え，幅広い年層でニーズがあることが
うかがえた。60 代においても，「見逃し無料」
については52％と半数以上が「必要だ」「やや
必要だ」と答えた。また，「必要だ」「やや必要
だ」という人が多かったのは，女性の10 ～ 30
代で，70％近くに上った。
「時差再生」に目を転じると，こちらも「必要

だ」「やや必要だ」という人は10 ～ 20 代の女
性，30 代の女性の順に多く，それぞれ半数を
超えた。これらの結果から，30 代以下の女性
の間では，「見逃し無料」と「時差再生」への
ニーズが高いことがうかがえた。

一方，「宅外視聴」とネットへの「同時再送

信」については，全ての年層で女性よりも男性
で「必要だ」「やや必要だ」という人が多く，据
え置き型テレビ以外の視聴に対するニーズは男
性のほうがより高いことがうかがえた。
○ 個別ニーズに応じる新サービス

視聴者個人のニーズに個別に応じるサービス
としては，以下の5つの内容を提示した。

これらの新サービスの中で，「必要だ」「やや
必要だ」という人が最も多かったのは「地域別
災害情報提供」で60％ 5）と半数を超えた。次
いで「子どもや高齢者の見守り」が47％，「家

①「地域別災害情報提供」：災害時に地域や
個人に個別の情報を伝える

②「子どもや高齢者の見守り」：子どもや高齢
の家族等との会話や見守りを行うことがで
きる

③「家庭のエネルギー管理」：家庭内のエネ
ルギー管理や家電の電源スイッチの操作を
行うことができる

④「ターゲティングＣＭ」：性別・視聴履歴な
どのデータをもとに好みに合いそうなＣＭ
を提供する

⑤「番組レコメンド」：視聴履歴等のデータを
もとにお薦めの番組を提案する

図 6　テレビ新サービスへのニーズ〈番組アクセス〉
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図 7　テレビ新サービスへのニーズ〈個別化〉
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庭のエネルギー管理」が43％となった。一方，
「ターゲティングＣＭ」と「番組レコメンド」が「必
要だ」「やや必要だ」という人は約15％にとど
まった（図7）。

ニーズの高い上位3つの新サービスで特徴的
だったのは，いずれも女性のニーズが男性を上
回っていたことであった。「必要だ」「やや必要
だ」という人を男女別にみると，「地域別災害
情報提供」では男性56％，女性65％，「子ども
や高齢者の見守り」では男性42％，女性53％，

「家庭のエネルギー管理」では男性39％，女
性47％で，いずれも女性が男性を10％前後上
回っていた。安心・安全に関わるサービスに対
しては，家庭で家事や育児を担うことの多い女
性のほうが，より期待が大きいことがうかがえ
る結果となった。

次に「ターゲティングCM」と「番組レコメン
ド」の2つについて特徴をみてみると，年層が
低くなるほどニーズが高くなる傾向がうかがえ
た。特に「ターゲティングCM」については，全
体では「必要だ」「やや必要だ」という人は15％
だったが，10 ～ 20 代は24％と全体を上回って
いた。

以上のような視聴者の個別ニーズに応じる新
サービスを実現するためには，個人に関する何
らかの情報をサービス提供者が収集すること
が前提となる。今回の調査では最後に，新サー
ビスのために自らの個人情報を提供することに
ついてどう思うか，その意向を聞いた（図8）。

その結果，「提供してもよい」という人は6％
で，「サービスの内容によっては提供してもよ
い」という人を合わせても30％ 6）にとどまっ
た。一方で「提供したくない」という人は40％，

「サービスの内容によっては提供したくない」と
いう人を合わせると，半数を超える人が個人情

報を提供することに対し抵抗感を持っていると
いう結果となった。この質問には自由記述欄も
設けたが，個人情報を集めてまでテレビが個
別のサービスを行う必要があるのか，という疑
問を呈する内容が目立った。これまで長らく一
方的に情報や番組を伝達してきたテレビに対し
抱いてきたイメージからくる反射的抵抗感も，
少なくなかったのではないかと思われる。今
回の調査では，どのような内容の個人情報を
提供するのかを具体的に示すことはしなかった
が，今後，こうした意向を聞く場合は，提供
する個人情報の内容とそれによって受けられる
サービスの内容の双方を提示する必要がある
と感じた。

3　新サービスの課題と今後

以上の前提を踏まえた上で，シンポでは新
サービスの課題と今後について議論した。本
章はその議論の再構成である。再構成するに
あたり，新サービスの全容を事業者・手段・内
容別に整理した（図9）。

手段については，シンポでは前述の通り，「テ
レビ高機能化」の2つの流れ（ハイブリッドキャ
ストとメーカー主導のスマートテレビ）と，セカ
ンドスクリーンサービスという「モバイル対応」

図 8　テレビへの個人情報提供について
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について取り上げた。内容については，これ
までのテレビ視聴に付加価値をつけたり視聴
の誘導を図る「視聴関連サービス」，視聴スタ
イルの多様化に対応した「番組アクセスサービ
ス」，テレビの端末としての新たな価値を開拓
する「個別化サービス」の3つに分けられると考
えられるが，その中でもシンポでは「番組アク
セスサービス」に最も時間を割いて議論を行っ
た。以下，手段と内容の順に議論をみていく。

3 － 1　新サービスの手段　課題と展望　

（1）セカンドスクリーンアプリは広がるか？

小杉：先ほどのセカンドスクリーンサービスユー
ザーへのグループインタビューで，暇だからな
んとなく，という利用の仕方が紹介され，消極
的だと言われましたが，これって実は最高のテ
レビの見方なんですよ。別にものすごい目的を
持って見るものではなく，思わず見てしまうの
がテレビの特性。なのでテレビを見ながらつい
セカンドスクリーンをいじってしまうというのが，
僕は本質だと思っています。一番嫌なのは，ま
あいいかってやらないこと，まあいいかって見
ないこと。暇でもなんとなくでもやってくれてい
ることが，今のサービスが視聴者の手に届いて
いるということだと思います。
今谷：2 月から局横断のセカンドスクリーンアプ

リを使って，26 局 47 番組で番組連動のトライ
アルをやっています。CM連動のスポンサーも
17 集めて 27 素材が動いています。アプリの現
在のダウンロード数は大体 7,000。今回はトラ
イアルなので，プロモーションは一切やってい
ないという前提です。今後ですが，テレビが基
本的に 100％の世帯にあるとすると，アプリを
使ってくれるのは 2 割とか 3 割ぐらいまでが関
の山じゃないかなと，個人的には思っています。

アプリですけれど，強制的にテレビを見る時
は絶対にこれを見なさい，見続けないとダメで
す，とやると，多分押し付けって言われて普及
しないのかなと。ですのでテレビのほうだけを
見ていただいても，あとであの時に紹介してい
たお店ってどこだっけと思うと，手元のスマホ
をさかのぼれば必ずデータが入っているという
形式をとっています。今の視聴態度をそれほど
大きく変えることなく，より便利になっていくこ
とを目指したいと思っています。
司会：メーカーではリモコンアプリという形で，
早くからテレビとスマホを一緒に使う取り組みを
されてきましたが。
片岡：本物のリモコンは大体のキーは手元を見
ずに操作できますよね。ところが，スマホだと
画面がつるつるなので，押し間違いもあれば
上下左右決定なんて違う方向にいっちゃう。そ
ういう意味で，スマホのリモコンはやっぱり使
われなかった。それからもう1 つ壁があって，
家庭内でテレビとスマホを同じネットワークに
入れるのが実は難しいということです。スマホ
で入るネットワークと，LAN でつないだ家庭
内のテレビのネットワークが別だったりするの
ですが，なんでつながらないかということ自体
がお客様にわからない。あとは電源をオンオ
フする手間が若干ある。テレビの前でのスマ

図 9　放送・通信連携サービスの全体像
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ホ利用は，この 3 つくらいのハードルが意外
に高かったなと。方向性としては間違っていな
いと思うんですけど，現時点ではまだ広まって
いくための壁が結構あるなと。
司会：日テレでは，テレビを見ながらスマホを
利用し，それを契機に実際にお店に行くなど
のアクションを誘発する O2O2O（OnAir to 
OnLine to OffLine）を考えています。しかし
私は，それがどこまでビジネスになるのか半信
半疑なのですが。
小杉：テレビでこの仕掛けを使ってナショナル
クライアントさんから販促費を頂戴する他，実
際の購買や，テレビを契機に何か行動を起こ
すということに関しては，例えば東京ドームで
の，ミック・ジャガーのコンサートに行くお客
さんがわかっていれば，その人たちに購買意
欲を抱かせることなんかもできると思うんです
よね。近くのピザ屋さんに誘導するとか。セカ
ンドスクリーンに関する取り組みは，最初から
構想があったわけではなく，色 と々やっていく
うち，ああ，こんなこともできる，あんなこと
もできるって全部後付けで考えているんです。
僕らのビジネスのお客様はナショナルクライア
ントも東京ドーム近くのお店も，当然，生活者
の方も無限にいます。新しいサービスをどんど
んここにくっつけていきたい。
今谷：セカンドスクリーンアプリから店頭まで誘
導できます，というのは，クライアントに対す
る謳い文句になりますが，分母がテレビの場合
は大きすぎるため，仮に 1 ～ 2 割の人がセカン
ドスクリーンアプリを開き，そのうちの 1％の人
がもし動いたとしても，それだけで測られると
CM って高いんじゃないのって言われかねない
と思うんです。でも，もともと知らない人に気
づかせるのが CM ですから，お店に行かせる

1 人にかかった費用を CM 全体の費用で割っ
てはいけない。要するにブランディングのため
の CM という話と O2O を，足し算ではなくて
掛け算というか，そういう形で評価していかな
ければいけないなと。ただしネットで一本釣り
してきた今までのマーケティング手法に比べる
と，やはりテレビは分母が大きいだけに釣れる
魚も多いのは間違いない。そこをきちんと計算
していただけるスポンサーはかなり興味を示さ
れています。
司会：これまでの広告費用に少し上乗せするこ
とも考えられているということですか。
今谷：まあそうしたいと思っていますけど，そう
できるかどうかはこれからですね。

（2）ハイブリッドキャストは普及するか？

司会：ハイブリッドキャストの議論にいく前に，
調査結果にもありましたが，そもそもテレビその
もののネット接続がここ数年上がっていないこ
とについて少し考えたいと思います。日テレは
セカンドスクリーンアプリだけでなく，ネット接
続データ放送への取り組みにも積極的ですね。
小杉：これは大前提なのですが，我々はもとも
とテレビをネットにどんどん積極的につなごうと
している立場ではないんですよ。でも，どうせ
そういう時代が来て，やらなければいけないの
ならば，やはりそれは先行してやろうという，こ
れが本心なんです。で，僕から片岡さんに質問
なんですが，そもそも今のテレビは，ハイブリッ
ドキャストやスマートテレビでなくてもネットに
つなげますよね。テレビを買う時，ネット接続す
るための LAN ケーブルって一緒に入っているん
ですか。
片岡：ケーブルは確か入ってなかったかな。
小杉：そこだと思うんですよね。500 円くらい上
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乗せしてテレビの本体に入れておくだけで違う
と思うんですね。ほんのわずかな心理的なハー
ドルがものすごく大きい。電器店に買いに行か
なければいけないなとか，そういうことがハー
ドルになる。もしもテレビを買った時にケーブ
ルがついていれば，これで何するんだろう，と
考えて接続しますよね。
片岡：確かに最初にテレビを買う時に入ってい
るかどうかという問題もあるかもしれないです
が，テレビを設置する場所に LAN が届かない
というのも結構大きいんです。無線 LAN は時
間帯などにより干渉が起きる。だから有線で引
き回す。その手間もあるし，景観が悪いという
問題もある。

一方で，アメリカでは，ゲームメーカーがゲー
ム機にネット接続してもらうため，USBドングル
を同梱していたんです。それでも接続率は1 ～
2割ぐらいにしかいかない。ところが無線をゲー
ム機内蔵にしたら，接続率が8割になったとい
うことでした。箱を開けたら機能があるという
のは同じなのに，ドングルだとダメで内蔵して
いると接続してくれる。昨今，テレビメーカーも
テレビに無線 LAN機能を内蔵したんです。や
はり内蔵してからネット接続率は上がっていま
す。我 メ々ーカーもハードルを下げる努力はして
いるんです。どうもケーブルよりも無線の内蔵の
ほうが効いているような気もします。
司会：次にハイブリッドキャストに話を進めま
す。オールジャパンで進めているけれどその方
向性やゴールが見えない，そういう意見が会
場の事前アンケートで数多く寄せられているの
ですが。
吉沢：結論から先にいうと，受信機を作られる
メーカーとコンテンツや新しいサービスを提供
する放送事業者とが絶妙のタイミングでコンビ

ネーションを組んで，本格的にハイブリッドキャ
ストを普及させるということをやったほうが，よ
り効率的に世の中に普及していくと思います。
そのタイミングをいつに置くかということなんで
すが。
司会：えっ？ 今ではないということですか？
吉沢：はい。私は今ではないと思っています。
今のテレビのネット接続機能は HTML4 と
いうブラウザですが，世界的にはパソコンも
HTML5 に切り替わり，テレビも恐らく5 対応
のハイブリッドキャストに徐々に切り替わって
いく。今はせいぜい対応テレビの出荷は 10 ～
20 万台ぐらいですけど，皆さんテレビは 7 ～
8 年で買い替えるわけで，買い替えるころには
HTML5 対応テレビになっている。そのタイミ
ングに合わせてハイブリッドキャストのサービス
の中身を充実させていく。そうすれば一挙に伸
びると思うんです。

BSの例でいうと，無料広告モデルの民放さ
んが加わったのが2000年で，当時から持ち出
しですごくリッチなコンテンツを作っていただい
たんです。PRも相当やりました。しかしなかな
か普及しない。でも，2003年に地デジが始ま
り2006年に全国で始まると，受信機が3波共
用になって必ずBSのチューナーがついてくるよ
うになった。そこから急速に伸びていったわけ
ですね。だからやはり2006年ごろから本格的
にコンテンツの充実をさせたほうがよかったの
ではなかったかと。ハイブリッドキャストも同じ
ことがいえるのではないかと思います。
小杉：確かに BS 放送が始まった時も，当時，
日本テレビは“コバンザメ作戦”といって，とに
かく24 時間ずっとニュースばかり流していたん
ですよね，『NNN24』というのがありましたの
で。で，NHK さんが BS でどんどんお金をか
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けて，その後，BS の 3 波共用受信機がある
程度広がった所でコンテンツを作り出そうって
いうことでやっていました。ですので今回のハ
イブリッドキャストも，開拓していただくのは大
歓迎です，我々は。
吉沢：放送局が 1 つのものを作ろうと思うと，
べらぼうな情報を収集し，そこから 0.1％だけ
抜き出して番組にするんです。ここまでは共通
ですよね，という所に収めないといけない。と
ころがネットと連携できれば，残りの 99.9％の
情報を放送局が持っているので，Aさんが知り
たい情報はここ，B さんはここ，と自由に取り
に来ていただけるようになる。そうすれば極め
てテレビは便利になるんじゃないかと。先ほど
のグループインタビューで，ユーザーの方が民
放さんはハイブリッドキャストをやらないんです
かと心配されていましたが，地ならしは NHK
が何らかの形でやった上で，必ず参加してきて
いただけると信じています。
司会：対応テレビについては，無理に購入を勧
めるのではなく，セットトップボックスで展開す
ることは考えられないのですか。
吉沢：もちろんあります。セットトップボックスも
HTML5 対応になればいいのです。

（3）スマートテレビの画面は誰のものか？

司会：ここからは，東芝が去年（2013 年）の
秋にサービスを開始したスマートテレビの新し
い機能「SNS TV」について考えていきたい
と思います。この「SNS TV」は，画面の下側
にはツイッターで今どの局が盛り上がっている
かが，右側には現在見ている局や番組のハッ
シュタグ 7）付きのツイートが表示される仕組み
になっています（写真 1）。ボタン 1 つでテレビ
と同時に表示されるので，普段 SNS を使って

いない人でも楽しむことができます。片岡さん，
これを開発した動機を教えていただけますか。
片岡：スマホを見ながらテレビを見るのは，実
は視線移動が面倒なんですね。手元を見てい
るとテレビを見ていないということになる。で，
視線移動を減らすには画面の横に出ているほ
うがいいという意見が結構あったんです。あと，
テレビが 30 歳以下の若者にとってあまり必要
な道具でなくなっていて，この層は今後，年齢
が上がっていってもテレビを買わないんですよ，
放っておけば。人々がテレビを買う率がどんど
ん下がっていけば，メーカーはやめるしかない。
なので，そこを変えていくのに何かやらなけれ
ば，という危機感からやっています。
司会：確かに拝見させていただくと便利な機能
だと思いますが，番組や出演者などに対してか
なり厳しいコメントが出ていることもある。放
送局から批判とかクレームはないんでしょうか。
片岡：あると思っていますし，一部聞こえてきて
います。でも，勝手にツイートを間引いてはい
けないというツイッターのガイドラインがあるん
です。我々はそれに準拠していじらずやってき
ていました。しかしこの間，ツイッターの方に
お会いしたら，検索画面はタイムラインという解
釈とは少し違うので削ってもいいとご了解いた
だいたので，今，削る算段をしています。

写真 1　東芝 REGZA「SNS TV」
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司会：東芝が書き込みの中から選んで削られる
ということですか。　
片岡：はい。書き込みの中には，明らかにこれ
はやばいよな，というのがあるんです。そういっ
た書き込みにフィルタリングをしていくことは，
何らかのロジックでやらなきゃいけないと思い
ます。でも普通にシリアスな発言をしている方
もいらっしゃると思いますし，逆にフィルターに
引っかかりすぎるということも起きるのではない
かと思うので難しいですね。我々は本来，中身
には関与したくないんです。もともとのねらいは
申し上げた通り，手元と行き来しないようにス
マホの画面をテレビに一旦貼りつけてください
ということなので。
小杉：今まではね，片岡さんと共同歩調をとっ
てきたんですけど，この話になると，僕らはと
れなくなっちゃうんです。混在表示の問題があ
るんです。我々は 1 つの情報を放送する時，も
のすごく安心・安全ということを考えて内容を
検証しているんです。それだけしっかりやって
いる中で，デマであるとか色々なものが出てく
る可能性のあるものを同一画面に出すというこ
との責任の所在については，非常に憂慮してい
るんです。この機能は，放送の内容やその情
報の正確さとか，その一元性が損なわれる可
能性が非常に大きい。そこまで便利にしなくて
もいいんじゃない，スマホは手元に持っていれ
ばいいじゃない，以前はパソコンで別の部屋に
あったものが手元にあるというのでいいじゃな
い，なぜそれをわざわざ画面の中まで入れるの
よ，メーカーさん，というのが僕らの主張ですね。
司会：だから自らフィルタリングします，問題の
ある書き込みは排除しますから，というのが東
芝の主張だと思うんですけど。
小杉：いやいや，画面に同時に出すこと自体に

対して，これは違うんじゃないの，と思うわけ
です。
司会：去年，パナソニックの発売したスマート
テレビに対して，民放各社が CM を流さなかっ
たという出来事がありました 8）。片岡さん，画
面は放送事業者のものなのか，誰のものなの
か，その辺，どう思われます。
片岡：多分，突き詰めていくと，どこまでがテ
レビでどこからがテレビじゃないのかという議
論だと思うんです。モニターといってくれれば，
放送局も別に文句をいう筋合いはないのでは，
という話も確かに出ますし，では売り場でテレ
ビという名前以外の名前をつけたほうがいいん
じゃないかという議論も真面目に起きそうなくら
いの状況があると思います。パナソニックさん
の件は，スマホやタブレットにアプリが色々あ
るように，放送もアプリの 1 つという位置付け
で，だから，テレビ画面にもデスクトップセット
アップ的な意味での機能を色々配して，好きな
ようにレイアウトを変えられるという考え方にな
る。でも，そういう考え方に行かざるを得ない
というのは，装置としてのテレビを買ってもらわ
ないと始まらないというメーカー側の立場があっ
て，それを進めれば進めるほどこの問題は顕
在化してきてしまう。だから我々が悩んでいる
のは，テレビという名前のままどこまでやるもの
なのか，あるいはテレビの定義を変えればやっ
ていいのかという所で，誰も答えが出せない。
司会：東芝は，放送の画面ではなくクラウド
メニューの画面で動画広告も出し始めましたね

（写真 2）。今谷さん，広告代理店としてこのあ
たりはどう受け止めていますか。
今谷：あまり触れてほしくなかったです…。パナ
ソニックの問題にしてもこの「SNS TV」にして
も，放送の同一性を損なうという問題は，もち
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ろん CM においても同じ話があります。でも，
放送と独立した画面だったらどうかと言われる
と何とも言えないですね。何とも言いようがな
いですけど，ではこれを我々広告会社の商品に
できるかというと，なかなか難しいかもしれな
いなという印象はあります。
司会：放送事業者との関係性で，ですか？
今谷：まあそれもありますし，メーカーごとのメ
ディアということになると難しい。広告代理店
としてはやはりニュートラルなメディアしか売り
にくい所があって，例えば，東芝のこの画面に
パナソニックの広告を入れていいんですかとい
う話になると思うんですね。
片岡：いいですよ。
今谷：まあ，広告主側が出さないと思うんです
けど。この話はセンシティブですので。
片 岡：この画 面
は， テ レ ビ の
機能ではなくて
ネットのホーム
ページと同じよ
うなウェブペー
ジなんですよね。
ウェブページに
は動画広告を出
されていますよ
ね。物理的に完

璧にウェブサイト広告と同じモデルで動いてい
る。しかしテレビのブラウザでウェブを見てい
るのと，パソコンやタブレットで見るのとは違
うというのが，意識の中にあるんですよね。放
送と無関係なページで出しているという意味で
は，これについては，今までの同一性保持の
議論とは無関係な所にあると思います。

3 － 2　新サービスの内容　課題と展望

（1）番組アクセスサービス

司会：人々の視聴の多様化に伴い，現在，放
送以外の伝送路を使った様々な番組アクセス
サービスが導入されています。これらのサー
ビスですが，総じて日本より欧米で進んでい
ます。例えばネットへの同時再送信と見逃し
無料サービスについては，欧州では最も早い
2007 年の BBC でのサービスを端緒に公共放
送がリードする形で，アメリカでは同時再送信
で係争中の事案があり 9）状況は異なりますが，
見逃し無料サービスも，そして一定期間を過ぎ
た VOD についても広告付きで無料視聴でき
るサービスが展開されています（図 10）。

一方，日本ではこれまでネットへの同時再
送信，時差再生サービスは導入されておらず，

写真 2　東芝 REGZA　マイページ

図 10　番組アクセスサービス・欧米との比較
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VODサービスについても見逃し無料はなく放
送直後から有料で提供されてきました。しかし
ここ1年，かなり様相が変化してきています。
ネットへの同時再送信については，フジテレビ
がCSの1チャンネルを3月から，時差再生につ
いてはNHKが2月から「NHK Hybridcast」に
おいて試行しています。また見逃し無料サービ
スについては，1月から日テレが番組限定で開
始しています。以上のように日本もようやく動き
出した感があり，今後の動向が注目されます。

では，まず日テレの小杉さんに伺います。ネッ
ト調査では，番組アクセスサービスの中で最も
ニーズが高かったのは，見逃し無料サービスで
した。今後サービスを拡大していく方向にある
のでしょうか？
小杉：今は非常に限られた 6 番組でやってい
ます。でも，これをどんどん広げるとリアルタ
イムに見なくてもいいという方向に進んでいく
のでは，という素朴な心配があります。我々に
とってマイナスもあるけどプラスのほうが多い
のでは，という結果を期待しつつやっている
ので，現時点ではまだ結論や方向性は語れま
せん。ただ当初予想した目標値よりも，ユニー
クユーザーにしても再生回数にしてもはるかに
高い驚くべき数字が出ています。あと，ドラマ
だけかと思いましたが，バラエティーにもこん
なにニーズがあるとは思わなかったです。1 本
課金にすると，バラエティーにはお客さんは来
ないと思うんです。なので，見逃し無料からリ
アルタイム視聴への回帰という効果があるかど
うか慎重に調査したいと思います。当然，ま
だ社内でも議論は分かれています。
今谷：全ての番組が VOD になったと仮定する
と，見たいものしか見なくなるのでテレビはコ
ンテンツビジネスになってしまい，大きなお金

が動くマス広告に支えられた民放というビジネ
ス自体が危うくなると思います。では Hulu の
ように VOD に広告を入れて無料でというのは
どうかと聞かれたら，視聴態度がネットとテレ
ビではまったく違いますので，視聴者はどう思
うかということですよね。ネットは専念視聴だ
からしっかり見てくれているともいえますけど，
実際の CM の効果はどうか。いらないものを
見せられているという印象のほうが強いのでは
ないでしょうか。では，視聴者に応じてターゲ
ティングされた CM に差し替えたら興味があ
るかというと，逆にうっとおしいという感覚も
持つでしょう。もう1 つは，VOD での 1 回あ
たりの金額ですよね。テレビの CM の金額は
よく高いと言われますが，1 人 1 回あたりに換
算するとものすごく安い金額で配信されている
んです。それに対しVOD での CM はいくらで
なければ採算が合わないかと考えた時，多分
100 倍とかという単価になってくる。それで広
告ビジネスとして合いますか，スポンサーは欲
しがりますか，ということだと思うんです。
吉沢：ヨーロッパは見逃し無料にしている所が
多いですが，今，BBC などを含めこれを有料
にしようとみんな動いているんです。最初のう
ちは使う人の数が極めて少ないから無料で始
めたほうがいいわけですが，多くの人たちが使
うようになると，サーバーも大きくしなければ
いけないし帯域もすごく使わなければいけない
し，様々なコストがかかってくるわけです。同
時再送信もそうで，10％が同時にネットにアク
セスしてきたら，恐らく見られなくなる家がたく
さん出てきたりするわけで，これらにどう対応
していくか。ですので，実際には見ている方が
何がしかのコストを負担する仕組みがどの国で
も作られないと，こういうサービスが普及して
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いかないと思うので，真剣に考えないといけな
いと思います。
今谷：ネットやサーバーのコストを度外視して
発言すると，時差再生や同時再送信のほうが，
今のテレビの編成を守ったままでタイムシフト，
あるいはプレイスシフトして見られるので，ビジ
ネス側から見た時には今の広告ビジネスの延長
線上でものごとを考えられると，実は思ってい
ます。見逃し無料のニーズは高いけれど，視
聴者に対してなんでもかんでも便利にしていい
のかと考えた時，何も儲からないということに
もなりかねない。今より少し便利になる程度で
いいんじゃないでしょうか。確かに全てネット
に頼るとコストがかかるんですけど，例えば途
中までは電波で，ローカルの所で再送信すると
いう考え方も多分あると思うんです，これから
は。また手元まで来てそこでキャッシュしてお
けば時差再生だってできるんじゃないかと。
司会：見逃し無料から同時再送信，そして時差
再生の話が出ました。時差再生については現
在，NHK が先行して取り組んでいますが。
吉沢：ソチオリンピックの時の調査をして意外
だったのは，ながらで見ていて見逃した所で
時差再生をするみたいな見方が多かったとい
うことなんです。仕事とか家事があり放送途
中からの視聴になってしまったので頭から見よ
う，というのではなく，いわば“気づき”みた
いなことなんです。今までは，ながらで見てい
てひょっとしたら自分にとって有用な情報がそ
こにあったのかも，と気づいた時にはもうどう
しようもなかった。しかし時差再生機能があ
ると自分で情報を取りに行ける。そういう使い
方が極めて便利だという調査結果なので，恐
らく NHK・民放を問わずお客さんには便利だ
し，テレビを見る量を増やすという面からも役

立つので，NHK では放送法の関係ですぐに
はできませんが 10），許可をいただければ増や
していったほうがいいと思っています。
小杉：ただ僕ら民放の立場でいうと，NHK が
時差再生を大量にやるということは，やはり異
議を唱えざるを得ないというか，慎重にやって
いただきたいというか。そこは 1 つ線引きがい
ると思うんです。運営のモデルが民放とは違う
ので。NHK がこれを大量にやると，一言でい
うと民業圧迫ということに確実になります。
司会：ハイブリッドキャスト上で時差再生を全
局で行い，テレビそのものを盛り上げていこう
という感じはないですか。
小杉：いや，微妙だと思います。
司会：では，ここからは「全録」について議論
したいと思います。実は全録というサービスは
海外には存在していません。海外ではお示し
した通り，ネットへの同時再送信や時差再生，
見逃し無料など様々な手段で番組へのアクセ
スのルートが用意されているのに対し，日本
ではこうしたサービスの土壌が作れませんでし
た。東芝は全録を積極的に進めてきた立場で
すね。
片岡：まず全録という言葉はあんまりよくなくて，
つまり，録画ではないんですよ，ユーザーにとっ
ては。要するに，チャンネル切り替えを過去に
戻ってできるという感覚で使われているそうな
んです。ですから放送事業者の立場でみれば，
編成権を勝手にユーザーが持っていったら困る
という視点になってしまうと思うんですが，ユー
ザーの視点でいうと，もう，その時間にその番
組があることを認知して見るという行為そのも
のが面倒で，録画予約をすることすらもうやら
ん，という方向。更にテレビも面白い番組をや
らないからもうとにかく見ないと。そうやってメ
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ディアとしての必要性がどんどん下がっていく方
向にあるんです。その方向は一定年齢以下の人
ほど強くなっている。全録はそういう人たちへ
のアプローチとしてやってみたら，実は上の世
代の人にも受けた。これが現状，今の実態だ
と思っています。

それで民放のビジネスモデルが崩れる，崩れ
ないというのは，確かに影響があるのかなとは
思いますが，ではそういう実態の中でどうやっ
て新たなビジネスモデルを作るかということを
考えなければならないと思うので，我 と々して
も，放送事業者と組むなどして考えていきたい
と思っています。
司会：また，全録された番組をクラウド上のメ
タデータを活用して視聴する「TimeOn」サー
ビスは，番組本編から CM が分離されたり，
シーン単位に切り刻まれた視聴を広げていくこ
とになりますよね。これは放送事業者がやろう
としているサービスと逆行しているのではない
かと思いますが。
片岡：いえいえ，その反対側もありまして。我々
は番組に出会わせるのがサービスコンセプトだ
と申し上げているのですが，例えば SNS で話
題になるじゃないですか，でも話題になった時
にはすでに見られない。動機があった時に行
動しないと人は冷めてしまうものです。こうして
ポテンシャルユーザーが失われる率が高い。だ
からこそ，全くテレビを使わなかった時間に番
組が全録機に追加されていくことで，放送後に
新たな出会いによって番組が発見されうる土壌
が用意される。その価値は結構あるのかなと
思います。そして一番大事なのはメディア利用
の拡大展開としての価値。それは，全録で呼
び込まれたお客様が機器を買ってくれてテレビ
という文化を継続してくれつつ，テレビやドラマ

や映画が最終的にはリアルタイムでもきちっと見
られて，ということです。このリアルタイム回帰
という現象が起きているのが，実はドラマなん
です。

例えば，ドラマが1話，2話，3話と進んで
いく中で，ネットなどの口コミで話題になって，
ユーザーが全録でチェックして興味を持ってい
くと，今後は意識的に予約して録画する視聴形
態になり，最後はリアルタイム視聴に変わって
いく，そんなこともわかってきています。
司会：本来は放送事業者も時間編成以外の多
様な番組や情報への出会いを作る取り組みを
もう少しすべきではないか，と思いながら片岡
さんのお話を聞いていましたが。
吉沢：世の中の関心が高い内容を送り届け続け
るという意味では，今までやってきた番組編成
はこれからもなくならないと思います。ただ一
方で，通信との連携がうまくいくと，番組視聴
のきっかけや兆しをメモリーしておくみたいなこ
とも簡単にできるようになるので，こういうもの
を生かしていけば，新しいテレビ番組の見方に
応えられるようになっていくと思うんですよね。
小杉：全ての問題が解決するのは，全録の部
分の数字も視聴率にカウントされ，これがバイ
イングデータ 11）としてクライアントさんが認めて
対価を払っていただけるようになるということで
す。それが多分，民放に勤める人，あるいは
電通さんを含めての本心だと思うのですけど。
司会：今谷さん，どうでしょう。
小杉：ビーンボールを投げました。これくらいは
いわないと。
今谷：もちろんカウントできたらいいなと僕も前
から思っていますけど，ただ，やはり視聴態度
の違いが根本的にあることは理解しておかなく
てはいけないと思うんです。自然に流れてくる
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ものを受け止めているのがテレビであって，録
画したものを見るというのは目的視聴。自分の
見たいものだけを見るという発想になってしま
うので，CMスキップ機能がついていたら使っ
てしまうのは当然ですよね。また，全録機を買っ
てまで番組を追いかけたいという人たちという
のは，かなり目的意識がある層です。そういう
人たちと一般のテレビのリアルタイム視聴者は
少し違うので，同じレイヤーで話さないほうが
いいのかなという気はしています。
司会：では，新たなビジネスモデル構築への道
のりはまだ長いという感じですか。
今谷：いや，録画視聴率についてはもう参考値
として進めているわけですから 12），それを見な
がら多分判断していくのだろうと思います。間
違いなくドラマとかは録画視聴が高いわけで
すからね。

（2） 個別化サービス

司会：ここからは，個別化サービスに話題を移
していきたいと思います。この分野でも日テレ
が新しい試みをされています。
小杉：日テレは「JoinTV」のシステムを使って，
現在「JoinTown」という社会インフラを構築し
ようとしています（図 11）。

ポイントは，どの家庭にもあるテレビがネット
に結線した時点で最強のデジタルデバイスにな
るということ。共通IDでテレビとスマホがつな
がるのも特徴です。この1月，徳島県の阿武地
区という，南海トラフ地震が来たら二十数メー
トルぐらいの津波が来るという限界集落で実証
実験をやりました。

避難訓練を伴った実験で，各家庭のテレビ
を通じて避難情報を個人名で呼びかけられる
ので，より緊急性を高めることができます。ま

た，直前までテレビをつけていた家庭とつけ
ていない家庭のデータがマッピングされる仕組
みもあり，簡易的にこの倒壊家屋には多分人
がいるだろうというのを想定することもできま
す。更に，避難所までは共通 IDのカードやシー
ルを持っていくのですが，避難所にチェックイ
ンすると，どの避難所に誰がいるかという個別
の情報も把握できます。予め既往症などの個
人情報を細かく入れておけば，災害時により役
に立つという仕組みもあります。

ただ，徳島は民放局が1局で四国放送局
という日本テレビ系列なのでできたことなんで
す。これが4局地区 13）とかですと，日本テレビ
系列を見ていないとこの取り組みは実現できな
い。ですから，どこの局でも，特にNHKに
参加してもらえると災害時には非常に役に立つ

図 11　日本テレビ「JoinTown」概要

小杉氏資料
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と思います。
吉沢：総務省でもビッグデータを緊急災害時に
どう使うかという検討会があり，プラットフォー
ムを作ろうという動きになっています。スマホな
どを持っていない災害弱者のお年寄りもテレビ
は見ています。そのテレビが避難のためのきっ
かけをきちんと提供するというようなことが，
オールジャパンで，というか，日本中の全ての
市町村で早くできるように，NHK としても積
極的に参加したいと思っています。
小杉：徳島県には特に熱心にやっていただいて
いますが，なかなか住民からお金をとってやれ
るビジネスではないじゃないですか。で，地方
自治体だけでもコストは持ちきれない。我々も
当然，社会貢献のためにやるんですけど，言っ
てみると出っ放しだとこれも辛い。ですからス
タートアップはやはり国の支援が不可欠で，総
務省であったり，国土強靱化推進室などがこ
れに嚙んでいただくと筋が通るというか，そう
いうことを今考えています。
司会：取り組みはオールジャパンで，運営はプ
ラットフォームで，という考え方はいいと思うの
ですが，避難者の把握や高齢者の見守りには
ログデータの収集が必要ですよね。そうなると
そのデータを誰がどう収集し，どう管理してい
くのか。そしてそれらを活用して平時における
ビジネスモデルも設計していくことになりますよ
ね。その際のプラットフォームのイメージは日テ
レご自身ですか，そうではなく日テレを離れ別
組織ということになるのでしょうか？
小杉：どういう組織かわからないのですが，各
局が参加して，そこに国も入って，ということ
がいいのではないかと思うんです。実証実験は
南海トラフで津波の危険性がある限界集落で
行いましたが，災害だけでなく高齢者対策全

般では，意外に都会のほうが使えると思うんで
すよね。

4　今後の論点

シンポでは，新たなビジネスモデルの糸口を
探りたい民放と広告代理店，端末の販売を少し
でも伸ばしたいテレビメーカー，放送サービス
の高度化を進めるオールジャパンの動きを推進
するNHKと，テレビのこれからに対する危機
意識は底流で共通しつつも，新サービスに向
き合うそれぞれの姿勢には大きな隔たりがある
ことが改めて浮き彫りとなった。中でも「ユー
ザーの利便性にどこまで応える必要があるの
か」という日テレの小杉氏と電通の今谷氏に共
通した発言からは，これまで盤石だった民放
の無料広告ビジネスモデルの前提を崩さず，視
聴形態や環境の変化に如何にそのモデルを適
合させていくかを考えることこそが最重要課題
である，という強い意志が感じられた。これに
対し，NHKの吉沢氏は終始配慮した発言を展
開したが，東芝の片岡氏は，これまでのビジネ
スモデルをある程度変更しなければ人々のテレ
ビ離れは食い止められず，メーカーも生き残っ
ていけないと放送事業者に訴えかける発言が
目立った。

シンポを終えた後も，新サービスを巡る状
況は目まぐるしく変化している。日テレはトライ
アルで行っていた無料見逃しキャンペーンを現
在（2014年5月末）も続行しており，その中で
放送同様のCM付きでの番組の配信を新たに
開始した。マルチスクリーン型放送研究会は5
月に総会を開き，セカンドスクリーン経由で収
集したログを共通のプラットフォームで管理し，
それを活用したビジネスモデルを構築する方向

JULY 2014



64 　JULY 2014

で今年度は動きだすと宣言した。東芝は，6月
にシンポでもテーマとなった「SNS TV」の中
のツイッターの書き込みのフィルタリングを開始
した。また同じテレビメーカーの動きとしては，
パナソニックが4月，最大10チャンネル21日間
録画可能な全録機の販売を開始した。そして
NHKのコンテンツのネット展開の大幅緩和を織
り込んだ放送法改正 14）が，5月21日，国会で
審議入りしている。

文研では引き続きこれらの動向を追っていく
予定であるが，最後に，今後ポイントとなるで
あろう論点をキーワードで列挙しておきたい。

1つ目は「ログプラットフォーム」である。ネッ
ト接続したテレビもしくはセカンドスクリーン経
由で，技術的には視聴履歴（ログ）が収集でき
るようになったが，そのデータの販売，あるい
はビッグデータ分析が果たしてどれだけビジネ
スにつながるのかはまだ見えていない。かつ，
それを活用したサービスが，テレビや放送の新
たな役割としてどこまで人々に受け入れられる
ものになるのかについては，更に未知数であ
る。また，ビジネス化とサービス実現のために
は，それなりの量のログを集積させなければ
ならないことはいうまでもなく，そのためには
プラットフォームの形成が不可欠となるが，そ
の形成には利害調整など大きな困難が伴うと
予想される。放送事業者もメーカーも，どこま
で本気でログを価値に変える覚悟があるのだろ
うか。今後予定されている，個人情報保護法
制の動きにおけるパーソナルデータの取り扱い
も合わせて注視していきたい。

2つ目は「新たな視聴率モデル」である。シ
ンポでは，全録サービスが広がる中，視聴者
の録画再生行動も視聴率としてカウントすべ
き，という発言がなされた。現在，録画再生

は視聴率としてカウントされておらず，ビデオリ
サーチで研究が進められているが，CMスキッ
プが半ば常態化している録画視聴行動につい
てどのように位置づけていくのか。また2月に
は，自宅のテレビと紐づけたスマホなどの端末
での宅外視聴の要件が公表され，要件に対応
したテレビの販売も開始されている15）。こうし
たマルチデバイス視聴についても，今後，視
聴率にどうカウントしていくのかが議論となって
いくであろう。

3つ目は「見逃し無料モデル」の今後につい
てである。日本では日テレが4月から放送同様
のCM付き番組の配信を開始したことは前述し
たが，この動きはどのような展開になっていく
のか。シンポでは，見逃し無料サービスを行っ
てきた欧州が有料化を模索しているとの情報
が紹介されたが，これまで欧州とは逆の動きを
してきた日本のVODサービスがどのような歩み
を進めるのかについても注目していきたい。

最後は「メタデータを活用した新たな視聴ス
タイル」である。現在，人々は，時間，空間，
そしてあらゆる枠組みから解放された中で情
報やコンテンツを楽しむ方向に向かっている
が，テレビや放送は幸か不幸か，その大きな
荒波にのまれることなくここまで来た。しかし，
全録という日本独自の発展を遂げたシステム
を足場に提案されているクラウド視聴サービス
という世界が示しているのは，まさに，テレビ
や放送を，時間，空間，枠組みから解放する
というものである。こうした新たな世界の到来
に，放送事業者はどう向き合っていくのか。番
組，コンテンツを制作する放送事業者にしかで
きないサービスがあるのかないのか。この分野
における新サービスの提案を，期待を込めて見
ていきたいと思う。
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おわりに

シンポでは紹介しなかったが，今回行ったグ
ループインタビューでは，SNSでテレビに関す
るやりとりを頻繁に行うが新サービスは利用し
ていないという人たちにも話を聞いた。彼らは，

「テレビがネットに歩み寄る必要はない」「無理
をしているのが透けて見える」「ネットを使った
視聴者参加に参加感はない」と手厳しかった
が，共通して感じられたのは，「テレビはもっと
面白いものを見せることに集中してほしい」とい
う期待であった。

しかし，昨今は，面白いものを見せるだけ
では視聴率がとれない，ビジネスが成り立た
ない時代である。産業として持続可能性が保
証できなければ人々のニーズにもなかなか応え
られない，その事情は今回のシンポでも非常
に強く感じさせられた。しかし，産業を存続
させるための新サービスなのか，ニーズに応え
るための新サービスなのか，それとも，放送，
テレビが背負うべき役割を果たすための新
サービスなのか，人々はその真贋を見極める厳
しい目を備えているということを改めて肝に銘
じた上で，これからのテレビの動向について今
後も取材・研究を進めていきたいと思う。
（ごとう	ちえ/こばやし	けんいち/せきや	みちお

/まつもと	かずや/むらかみ	けいこ）

注：
 1） 2014 年 4 月からは東芝ライフスタイル ビジュ

アルソリューション事業本部 VS クラウド＆
サービス推進室 室長

 2） 図 2 では「テレビを持っていない人」も入れた
回答者全員での割合を表示している

 3） 2013 年 1 月に文研で実施した世論調査「日本
人とメディア」による

 4） ①セカンドスクリーンサービス：スマホやタブ
レットに対して，放送局が専用アプリなどを通
じて番組や CM に関するサービスを行うもの
②ハイブリッドキャスト：対応するテレビ上で
放送番組とインターネット経由の情報を連携さ
せ，これまでのデータ放送より鮮明な画像で，
多様なサービスを利用できるもの
③スマートテレビ：インターネットにつないだ
テレビの画面にテレビ放送以外の様々な情報を
表示し放送以外のサービスも利用できる多機能
テレビ

 5） 図 7 は四捨五入したものを示しいているため数
字が異なる

 6） 図 8 は四捨五入したものを示しいているため数
字が異なる

 7） ツイートをカテゴリー別に検索しやすくするた
めに，ツイートの前に「＃○○（カテゴリー名）」
とつけることを指す

 8） 2013 年 4 月に発売されたパナソニックの「ス
マートビエラ」について，民放各社は CM 放
送を見合わせた。同年 9 月，民放連会長会見に
おいて，データ放送がきちんと作動するようパ
ナソニックに依頼し調整の見通しが言及された
と報告された。

 9） 地上放送をネット経由で有料配信する Aereo
というサービスに対し，4 大ネットワークなど
の放送事業者が著作権侵害だとしてサービス差
し止めを求め裁判を起こしている

 10） NHK は放送法により，ネットでのコンテンツ
提供は，原則として放送済みコンテンツに対象
が限定されている

 11） 販売可能なデータ
 12） ビデオリサーチ社では 2013 年 10 月から「タイ

ムシフト視聴調査」を本格化させているが，研
究段階であり，視聴率にはカウントされていな
い

 13） 1 県に 4 局の民放局がある地区のこと
 14） 改正案では，NHK のネットでのコンテンツ提

供について，放送前，放送同時も可能とされて
いる。ただし，テレビの「常時」同時送信は除
くとされている。詳細は「メディアフォーカス
　政府 放送法等改正案を国会へ提出」（『放送
研究と調査』2014 年 5 月号）

 15） 詳細は「メディアフォーカス　デジタル放送の
リモート視聴時代本格スタート」（『放送研究と
調査』2014 年 5 月号）

JULY 2014
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「次世代テレビの可能性に関する」世論調査
単純集計表

1. 調査時期 ： 2014 年 1 月 10 日（金）～ 26 日（日）
2. 調査方法 ： 個人面接法
3. 調査対象 ： 全国 20 歳以上の国民
4. 調査相手 ： 住民基本台帳から
   層化無作為 2 段抽出 2,000 人（157 地点）
5. 調査有効数（率） ： 1,339 人（67.0％）
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全体 性 男の年層 女の年層
男 女 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以上 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以上

実数 1,339 人 656 683 72 111 109 114 133 117 85 126 141 102 119 110
構成比 100% 49.0 51.0 5.4 8.3 8.1 8.5 9.9 8.7 6.3 9.4 10.5 7.6 8.9 8.2

サンプル構成

JULY 2014




