ラジオ 90 年

ラジオは，
聴いてみたらもっと聴きたくなる！
？
～非接触者への聴取依頼調査から～
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どのようにすれば，新たにラジオの聴取者を獲得できるのか。そのヒントを探るために，
「もし，ラジオを聴く習慣の
ない人にラジオを1 週間聴いてもらった場合，どのようなことが起きるのか」について調査を行った。当初の予想では，
調査依頼の期間が終われば，聴き続けたいとする人は少ないと考えていたが，その結果は大いに予想を覆すものであっ
た。なんと「引き続き聴きたい」とする人が 94％にも及び，2 週間後に再び調査を行ったところ，実際に 75％もの人が聴
いていたのである。これらの驚きの結果を受けて，さらに 4 か月後に，
「継続聴取者はいかなる理由でどのように聴き
続け，聴くのをやめた人はなぜやめたのか」を探るべく，グループインタビューによる聞き取り調査を行ってみた。この
時点のアンケートでも，
「現在も聴いているか」と質問してみたが，Web 調査の 2 週間後に聴いていた人のうち，52％は
継続して聴いていた。インタビューの内容から，継続聴取者は，ラジオを聴く「すきま時間」や，何かを「しながら」聴
く時間をうまく見つけ，その時間に「わざわざ」
「あえて」聴きたい番組に出会っていることがうかがえた。一方で，聴く
のをやめてしまった人は，わざわざ聴くほどの面白い番組に出会えなかったという意見が多かった。

はじめに

回のこの論文の前半部分となる「もしラジオ未

放送開始から90 年，つまり言い換えればラ
ジオの放送開始から90 年にあたる節目の今年
（2015 年）3月，NHK 放送文化研究所（以下，

利用者が一週間ラジオを聴き続けたら」調査で
ある。
調査の結果，私たちが聴取を依頼した人た

文研）では，改めてラジオの来し方，現在そし

ちのうち，とても多くの人たちが引き続き自らラ

て未来の可能性について考えるシンポジウムを

ジオを聴き続けることを望み，そして2 週間後

開催した。文研フォーラム2015「ラジオは未来

に再度調べてみると，実際に聴いていることが

注）

の夢を見る」である 。

わかったのである。

シンポジウムでは，これまでのラジオの歩み

この結果は，新しくラジオ聴取者を獲得する

を振り返ったほか，海外のラジオ事情などを題

ヒントを得たいと考えていた私たちを大いに刺

材に，ラジオの現場で活躍されているパネリス

激するものであった。そして，その結果を受け

トに，現状を掘り下げ，未来を展望する議論を

て4 か月後に改めて追跡的な調査を行うことに

してもらった。

した。継続的に聴いている人はいかなる理由で

そのときに，長くラジオの聴取率が低迷する

どのように聴き続け，聴くのをやめた人はなぜ

中で，
「どうしたら新たにラジオの聴取者を獲

やめたのかを調べたのである。2 回にわたる調

得できるのか」という課題をテーマの一つとして

査の結果について記述する。

考え，事前にWebで調査を行うことにした。今
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調査の流れと本稿の構成
調査にあたってはまず今年（2015 年）2月に，
調査会社のWeb モニターからラジオを聴く習慣
のない人を募り，1 週間自由にラジオを聴き続
けてもらった。その後，聴取した際の行動や
感想などについて，Webによるアンケート調査
を行った。

Ⅰ. Web 調査

「もしラジオ未利用者が
一週間ラジオを聴き続けたら」

1. うれしい誤算
現在ラジオを聴いていない人に「何でもいい
からとにかく聴いてもらう」というこの調査は，

2 週間後に，調査終了後もラジオを聴き続け
ているのか，聴き続けている人は，実際にど
の程度どのように聴いているかなどについて，
確認のアンケート調査をWebで行った。
4 か月後の 6月には，さらに追跡的に，継続

シンポジウムまでの日程が迫る中，不安を抱え
ながらのスタートだった。
シンポジウムにふさわしい調査を文研主体で
実施したい，ということでいろいろとアイデア
を練った。

して聴いている人はいかなる理由でどのように

例えば，ラジオを聴いている人あるいは聴い

聴き続けているのか，あるいは聴くのをやめた

ていない人に，聴く理由や聴かない理由，ラジ

人はなぜやめたのかなどについてグループインタ

オの何がいいか，どうしたら聴くか，などといっ

ビューで聞き取る調査を行った。

たアンケート調査はすぐに思いつくが，毎度行わ

これに先立ち，5月にはインタビュー対象者
の選定と，参加意向の確認などを行っている
（表 1）
。

れていてどうせ似たような結果しか出ない。それ
を繰り返しても仕方がない。ほかに手はないか。
「強制的に聴かせる」というアイデアはそれほ

本稿の執筆にあたっては，前半のWeb 調査

ど突飛なものではなかった。
「視聴依頼」によっ

の部分については齋藤建作が，後半のグループ

て特定のテレビ番組について行う調査は日常

インタビューの部分については古閑忠通が担当

的に行っている。ラジオ番組での経験はあまり

する。

ないが，メディアの違いが問題ではない。その
表1

調査の流れ

Web による調査
2 日（月）～ 8 日（日）
2月

ラジオ聴取の実施

9 日（月）～ 11 日（水） Web によるアンケート
2 週間後，実際にどのようにどの程度聴いている
かなどについての調査

3 月 5 日（木）シンポジウムで Web 調査の結果を発表
グループインタビュー
（5 月下旬に，対象者の参加意向の確認）
6月

グループインタビューの
27 日（土），28 日（日）
実施

※ 調査対象は調査会社の Web モニターから

手の調査はほぼ必ず「特定の」番組，時間帯，
チャンネル，ジャンルなどについて行う。だが，
今回のテーマはラジオ全体である。積極的な
意味のある「特定」の絞り込みがあるか。「い
や，ない」。この決断がやや突飛だった。
調査会社に実施を依頼すると，先方はひる
んだ。
「絞り込むほどシャープな結果が出る」，
それが調査のイロハである。だから「何も特定
せず，とにかくラジオを聴いてもらう」という調
査を請け負うことになった調査会社は不安を隠
さなかった。
その不安から調査会社は数千人規模の対象
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者を用意した。依頼側としては 200 〜300人程

た。旅のさなかには「また来るからね」と言っ

度を考えていたが，結果としてほぼ 1,000人の

ていても，家に帰ると腰が重くなる，そういう

調査結果を得ることができた。そしてそのおか

ことはよくあることだ。だから，調査の終了後

げで再度の追加調査を可能にするに足る母数

2 週間たった時点で，聴きたいという「意識」

を確保できることになったのである。

ではなく，実際に聴いたのかどうかという「事

調査の概要は表 2 の通り。
表 2 「もしラジオ未利用者が一週間ラジオを
聴き続けたら」調査概要
調査対象者
参加条件
ラジオ聴取
調査方法
調査参加者
聴取期間

1 都 3 県在住の 15 ～ 49 歳の男女
現在ラジオを聴く習慣がない
1 日合計 30 分以上（断続聴取可）
合計 3 日以上聴取すること
Web 上のアンケートに回答
996 人
2015 年 2 月 2 日（月）～ 8 日（日）

実」を改めて尋ねてみた。その結果，75％の
人が実際にその後もラジオを聴いていたのであ
る（N=「今後も聴きたい」と答えた人の中で 2
週間後の調査にも答えてくれた人，852 人：有
効回答率 91％）。
調査の目論見としては，
「無理にラジオを聴
いてもらっても今後は聴かないという人が続出
するであろう」，だから「ラジオ聴取の障害と
なっているものは何なのか，聴いてもらうため
に克服すべき課題は何なのか」を探り出そう，

聴取調査の実施前に，
「ラジオの聴取習慣

そして「現代人の生活時間の中で，ラジオ聴取

がない」という調査条件に適う対象者に調査

が割り込む余地はどこにあるのか」を考えよう，

を依頼するためにリクルート調査を行った。そ

という設計を想定していた。だがこの目論見は

の結果，無作為に選んだ約 2 万 8,000人のうち

裏切られる結果となった。特に前半については

約1 万 8,000人，ほぼ 3人に 2 人が普段ラジオ

大きく予想と異なってしまった。

を聴いていなかった。これは予想通り，つまり

ところがその一方で思いがけずうれしい結論

現代人でラジオを聴かないのはごく普通のこと

が得られた。すなわち「ラジオはきっかけがあ

だ。ラジオを聴く必要もないし，聴かなくても

れば聴いてもらえる」ということだ。これは，2

何ら不都合を感じていないと思われる。だから

週間後に75％の人が聴き続けていたという数字

調査のために無理に聴いてもらっても，結局は

だけが根拠ではない。この結論を裏付けるデー

「その時限り」という人が続出する，そのように

タを次節で整理したい。
その前に，当初の調査目的であった上記の2

考えていた。
実際は予想外だった。

点について触れておきたい。

聴取調査を実施し，1 週間ラジオを聴いて

すなわち，①「ラジオ聴取の障害は何か」に

もらった後で，
「今後も聴きたいか」と尋ねたと

ついては，調査の2 週間後に「今後も聴きた

ころ，
「聴きたい」と答えた人が 94％にも及んだ

いと言ったのに聴いていなかった」人（N=192）

（N=996）
。とりあえず自己申告としてはほとん

に，なぜ聴かなかったのかを複数回答で尋ねて

どの人が「その時限り」ではない，と答えたの

みた。その結果，最も多かった理由は「聴くモ

である。

チベーションがなかった」27％，次いで「聴くの

だが，そのような事態もうすうす予感してい
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を忘れた」21％。この人たちについては，ラジ

オの魅力をもう少し明確に，あるいはもう少し強

加者の負担を緩和すべく，参加条件を「1 週間

く感じてもらうことができていたら継続的に聴い

に 3日以上のラジオ聴取」としたいと主張した

てもらえたかもしれない。以下の理由「忙しかっ

（表 2 参照）。だがアンケートにきちんと回答を

た」20％，
「ほかにやりたいことがあった」17％，

してもらうには 3日では足りないのではないかと

「時間がなかった」13％は，いずれもラジオ自体

感じた。そこで折衷案として，3日を必須とする

の問題というより外的要因ではあるが，やはり

が，4日目には報酬のポイントをアップし，5日

ラジオにもっと強い魅力を感じていれば乗り越

目にはさらにアップするということで聴取を促そ

えられたかもしれない消極的な理由であった。

うということになった。その結果，対象者が実

一方，②「ラジオ聴取が取って代わりうる生

際にラジオを聴いた日数は図 1 のようになった。

活行動」については，その後もラジオを聴いて

ちなみに 6日目以降にはポイントアップはなし。

いた人（N=637）に，ラジオを聴くことで減った

が，6日聴 いた人 が 15％，7日聴 いた人 が

行動を聞いたところ（複数回答）
，
「テレビを見

57％（N=996）。すなわちポイントアップがなく

る時間」29％，
「暇をもてあますこと」13％，
「音

なった後も聴いた人が 7 割を超えており，すで

楽を聴く時間」10％，
「ネットや SNS」8％と続

に飴玉効果ではなく，まさに本人の自由意思で

いた。つまり他のメディアの一部をラジオに置き

聴き始めていることがわかる。

換える，というケースが多い。自由記述なども
読み合わせてみると，他のメディアにはない魅

図1

ラジオを聴いた日数（N=996）
3日

力，異なる魅力を，ラジオに感じ取ることがで

7

きたことがその背景にあると解釈できそうだ。
さて繰り返しになるが，われわれは「ラジオ

7日
57%

はきっかけがあれば聴いてもらえる」といううれ
しい結論を得た。調査参加者に，当初ラジオ
聴取を促したのは，報酬として調査会社からも

4日
9
12
15

追加ポイントなしで
ラジオを聴いた人

5日

6日

らえる「ポイント」が主なモチベーションだった
と思われる。つまり飴玉効果にすぎない。だか

◎その 2

だんだん楽しくなる

ら飴玉がなくなると同時に聴かなくなる人が続

調査期間中，毎日ラジオの感想を聞いた。そ

出してもおかしくはなかった。それなのに聴き

の結果，その日のラジオが「とても楽しかった・

続ける人が多数に及んだのである。

よかった」と回答した人が日を追うごとに増え

「きっかけがあれば聴いてくれる」
以下のデータをご覧いただけば，この確信を
より強くすることができるだろう。

2. きっかけがあれば聴いてくれる
◎その 1

自由意思で聴いた

前述した調査前の不安感から調査会社は参

る傾向を示した（図 2）。上記のように，6日目，
7日目にもラジオを聴くに至った背景には，聴け
ば聴くほど楽しくなったという実感が伴ってい
るのである。
さらに，日々の感想とは別に1 週間を通して
の感想も聞いた。
「とても楽しかった・よかった」
が 17％，
「まあ楽しかった・よかった」が 66％。
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図 2 「とても楽しかった・よかった」の推移
（%）
20

その結果，ネット経由でラジオを聴いた人が
多数を占めた。少しでもネット経由のラジオを

15

聴いた人が 74％，そのうち主にネット経由のラ
ジオで聴いた人が 69％であった。

10

このことがラジオの評価を高めた可能性があ

5
0

けること及びそのやり方を説明した。

る。というのは，多くの人がネットでラジオを聴
1日目

2 日目 3 日目 4 日目

5 日目 6 日目

7日目

けることをよく知らなかったのである。
「知らな
かった」が 30％，
「名前を聞いたことがある程

一方，
「あまり／まったく楽しくなかった・よくな

度」が 22％，この2 つで半数を超える。実際

かった」は合わせてわずかに4％であった。最

に聴いたことのあった人は 37％にとどまった。

初のきっかけは飴玉につられたにすぎなかった

今回の調査で初めてインターネットラジオを聴い

が，
「聴いてみたら結構面白い」，ラジオは 8 割

た人が少なくなかったのである。

超の人にそう感じさせた。
ある意味でこれは当然とも言われるかもしれ

少しでもネット経 由 のラジオを聴 いた 人
（N=740）
の感想（複数回答）
は，
「音がクリアだ」

ない。なぜなら対象者は聴くものを指定されず

52％，
「局や番組を選びやすい」47％，
「多くの

自分の好きなものを聴いたのだから，面白いの

局が聴ける」35％などと好評で，端的に「パソ

が当たり前だろう，と。だが，テレビのチャン

コンから直接聴けて便利だ」38％，
「スマホか

ネルをあちこち替えて「どこもちっとも面白くな

ら聴けて便利だ」30％という人も多かった。

い」とぼやいたことのない人は少数派ではない

さらに，自由記述でも，
「今回一番驚いたの

か。それに引き比べてラジオは，多くの人にとっ

はスマートフォンで聴けることでした」
（43 歳女

てそうではなかった，ということだ。

性）とか「パソコンでラジオが聴けることにびっ
くりした」
（37 歳女性）など，ネット経由で聴く

◎その 3

ネット経由のラジオを聴いた

さて，ここまで当たり前のように「ラジオを

ラジオへの驚きをストレートに述べる人が少な
くなかった。

聴く」と書いてきたが，読みながら読者のあな

そして，
「今後もラジオを聴きたい」と答えた

たはどのような「ラジオ」を思い浮かべたであろ

人（N=940）にその理由を聞いた中でも（複数

うか。ポータブルラジオ，ラジカセ，ステレオ，

回答），
「音楽が聴けるから」60％，
「トークが

あるいはカーステレオ…。

楽しめるから」42％，
「何かをしながら聴けるの

調査目的からすればどのようなラジオで聴い
ても構わないが，ただ対象者が普段使ってい

がいいから」38％に次いで，
「パソコンやスマホ
で聴けるから」が 27％選ばれた。

ないこうした機器を用意するのが調査参加への
障害になるとしたら本意ではない。そこで対象

◎その 4

ラジオと若者の可能性

者には調査参加にあたって，パソコンやスマホ

調査に参加した 996人の中で15 ～ 19 歳の10

で「らじる★らじる」や「ラジコ（radiko）
」を聴

代の若者は45人にすぎなかったので，あくまで
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参考値ではあるが，20 代以上と比べていくつ

どうやら一部の若者にとっては，ラジオを聴

かの点で際立って違う数字がみられた（図 3）。

くというこの体験は新鮮な驚きを与えるもので

まず，過去にラジオを「習慣的に聴いていた

あったらしく，次のような自由記述があった。

ことがある」という人はほとんどいない。全体

「声だけなのに情景が浮かんできた。こんな

の平均は18％だが，10 代では 7％にとどまった

に聴いていて楽しいものだと思わなかった！」

（図 3−①）
。また，若者にとってネットは身近な
存在であるはずだが，ネット経由でラジオを聴
けるということについては上の年代に比べても

（東京都 18 歳 男性）
「テレビとは違う楽しみ方ができてテレビを見
るより集中する」
（埼玉県 18 歳 男性）

知られていなかった（図 3−②）
。その結果，ラ
ジオを聴いたことによる満足度は各年代の中で
10 代が格段に高かった（図 3−③）。

◎ラジオは「 新しい」─ まとめ
確かにラジオはオールドメディアの一つであ
ろう。だが，聴取者側からみれば現代こそある

図3
（%）
50

10 代の数値が際立っていた設問

①「過去に習慣的に聴いていたことがある」

意味でラジオは「新しい」とも言えるのではない
か。以下の3点に整理できようか。
まず上記のように，若者たちにとってラジオは

40

「新しい」。若者の多くはラジオに触れた経験

30

や記憶が乏しい一方，その逆に彼らにとって最

20

も身近なネットを通して新たな出会いが可能に

10
0

（%）
50

なっているからだ。
10 代

20 代

30 代

40 代

そして二つ目，ネットでの出会いの新しさに
関しては若者にとどまらない，これも前述の通

②「ネットラジオを知らなかった」

（%）

50
りである。

40

40
三つ目に，20
代以上であっても，10 代と同
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30
様にラジオの経験や記憶が乏しい人々が少な

20

20
くない。調査対象者の中では，過去にラジオ

10

10
を聴いたことが
「ほとんどない」と答えた人が

0

（%）
50

10 代

20 代

30 代

40 代

つまり，きっかけさえあれば「ラジオという

③「とても楽しかった・よかった」

（%）
新鮮な体験」
に出会い，発見し，驚く人々がた
50

くさんいて，さらにその中にはラジオの魅力に
40

40
30

0
35％に及んだ。

１０代

２０代

３０代

４０代

惹きつけられていく
一定の人々が存在している。
30

20

最後にうれしい自由記述を一つご紹介したい。
20

10

「今回のアンケートがきっかけでラジオにはま
10

0

10 代

20 代

30 代

40 代

※10 代の数値はいずれも参考値（n=45）

１０代

２０代

３０代

４０代

りそうです」
（埼玉県 27 歳 女性）
0
（さいとう けんさく）
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Ⅱ. グループインタビュー

この時点でも継続して聴いている人は回答者の

2月のWeb 調査で「引き続き聴きたい」とする

とが習慣化したと答えた人も12％いた。

うちなんと52％に及んでいる。ラジオを聴くこ

人が対象者の 94％に及び，2 週間後に再調査

グループインタビューを進めるにあたっては

を行ってみると，実際にそのうち75％の人が聴

まず，2月の聴取依頼を受ける前にラジオを聴

いていた。その結果を受け，調査対象者がそ

いていた経験があったかどうか，ある人はその

の後，いかなる理由でどのように聴き続け，あ

後やめてしまったのはどうしてかなど各々のラ

るいは聴取をやめた人はどのような理由で聴取

ジオの聴取経験について聞いた。次に，2月の

をやめたのか，グループインタビューで引き続き

聴取依頼を受けてどのように聴いたのか，その

調べてみることにした。

時に感じたことなどを振り返ってもらった。そ

そこに，どのようにすれば新しいラジオの聴

のあとに，依頼された聴取を終えたのちの 4 か

取者を獲得できるかの大きなヒントが隠されて

月間の聴き方の移り変わりについて尋ねた。ラ

いるのではと考えたからである。

ジオを聴いてみて気づいたラジオの「よかった

Web 調査から4 か月後の 6月に，引き続き聴
いている人と聴くのをやめた人の両方の中から
男女の年層別に対象者を選び，グループインタ
ビューを行った（表 3）。

点」
「不安・不満を感じた点」についても，4 か
月後の時点で感じることを改めて聞いた。
参加者は 2月の聴取経験から一定の時を経
て，ラジオの聴き方をいろいろと試したり，生

なお，グループインタビューの対象者を選ぶ

活時間とその活用法について見直してみたりす

際には，Web 調査から2 週間後の再調査で継

るなどした人が多いようだ。ラジオに対する関

続聴取していた 637人に対して，改めて参加の

わり方や考え方は，いくらかの深まりをみせて

意向調査を行った。そのうち 412人から返答を

いたように思える。

得た（有効回収率 65％）。
この時あわせて行ったアンケートによると，
表3
調査対象者

グループの
属性と人数

実施期日

28

調査の概要

Web 調査終了から 2 週間後にラジオを聴
いていた人の中から，参加意向者を抽出
G1

男性 20 代

5人

G2

男性 30-40 代

G3

女性 20 代

G4

女性 30-40 代

6人

4人
5人

1. インタビュー参加者の
ラジオ聴取の歴史
これまでのラジオ聴取経験
インタビューを始めるにあたっては，まず，こ
れまでの各々の聴取経験について聞いた。引き
続き聴いている人を多めに選んだためか，今回
の参加者の中には，聴取を依頼された時期に
ラジオを聴く習慣のなかった人でも，中学生か
ら高校生のころにかけて聴く習慣のあった人は

※それぞれに継続聴取者と聴取を中止し
た人の双方を含む
※Ｇ 1 とＧ 3 については，10 代について
も募集したが，参加には至らなかった

多い。パーソナリティー（福山雅治，Ｃ-Ｃ-Ｂ，

2015 年 6 月 27日（土），28 日（日）

られた。
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19（ジューク）など）の魅力に惹かれて聴いてい
たという人が，男女・年齢にかかわらず多くみ

聴き方としては，30 〜40 代のグループでは，

その後，ラジオの聴取が減った理由

小さいころから家族と聴いていたり，深夜放送

いずれの世代も，ラジオをいったん卒業した

を聴く経験をもっていたりする。流行歌の録音

り，聴く時間を減らしたりしたタイミングとして

経験を「よい思い出」としてもっていたりもする。

は，
「高校・大学への進学，就職」などライフス

ただし，30 代になるまで全くラジオを聴いたこ

テージが変化した時期が多い。受験勉強に伴う

とがなく，
「
（自分にとってのラジオの）歴史は

「ながら聴取」をしなくなったり，外出する機会

（調査のあった）2月に始まった」
（男性 36 歳）

が多くなったりして，深夜放送を聴く時間がな

という人もいた。以下，斜体部分はグループイ

くなるのである。その上に，聴ける時間と聴き

ンタビューでの発言である。

たい番組の時間が合わないといったミスマッチ
も生じるようである。

FM のエアチェック。高校の時はエアチェックし
なきゃと早く帰ってきたぐらいなので，聴く習慣は

大学に入って夜遊びが楽しくなってしまって，聴

昔はあった。FM の深夜放送をガンガン朝まで聴

く時間に家にいなくなって聴かなくなったのだと思

いていた（男性 48 歳）

う（女性 40 歳）

好きなアーティストの番組があって楽しみだっ

好きな番組が土曜の深夜だった。中高の時は

た。Ｗラジカセでテープに録音して何回も聴いてい

勉強しながら聴いたりしたが，大学に入ってからは

た（女性 40 歳）

もうその時間は起きていない（男性 28 歳）

最新鋭のラジカセやコンポを持つこと自体に
憧れをもっていたという声も多い。

一方で，アニメなど「オタク」情報からの興味
の変化など，年代に合った嗜好の変化や，他の
メディア（パソコンやスマートフォンの動画など）

デジタルのオートチューニングとかを買ってもらっ
て，それがもうかっこよかった。友達の家に行っ
ても「このラジカセかっこいいな」とか（男性 48 歳）

への移行で聴かなくなるケースもある。
音楽を受け身として聴くのではなく，CD やダ
ウンロードするなど「購入して」聴くようになると
いった，音楽鑑賞する際の行動の変化も大きく

10 〜20 代のグループでは，かつてアニメ情

影響している。

報などの「オタク」向け番組を聴くことにはまっ
ていたりするなど，聴取の傾向がやや異なって

高校に入ったら周りがおしゃれだったので，オ

くる。ラジオへの初めての接触がポッドキャス

タクに見られるのが嫌でオタクは卒業した（女性

トだったという人もいた。

26 歳）
他の媒体が増えすぎて，あえてラジオを聴かな

周りのオタク仲間も聴いていたし，声優さんが下
ネタを言っていて，くだけていて面白くて，それを

くても。音楽にしてもCD など自分で選曲して聴い
たほうが早い（女性 46 歳）

聴いて一人で笑っていた（女性 27 歳）
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2 月の 聴取体験の前の，
ラジオに対する印象
インタビューでは，2月の聴取体 験の前に，
ラジオに対してどのようなイメージをもっていた
かを改めて尋ねた。それが 6月までの間にどの
ように移り変わったかを知る出発点とするため
である。

ているのである。

パソコン・タブレット・テレビなどたくさんある
ので，ラジオを聴く必要もない。存在が消えていた
（女性 27 歳）
何か聴きたいと思ったら，パソコンでユーチュー
ブで聴く（見る）ことが多かった（女性 31 歳）

前述のように多くの人がラジオからいったん
卒業してしまった後は，車の中などでの使用や，

情報メディア・娯楽メディアとしてのライバル

テレビではやっていないプロ野球中継の聴取と

でもあるテレビの存在も大きい。音声のほかに

いった，限定的なシーンやコンテンツでの使用

映像で訴求できるメディアというだけではなく，

が中心となっている。ほとんど聴くことはなく，

技術革新の進展により，録画やタイムシフトの

日常的に使用するメディアとしては認識していな

機能などさまざまな新しい機能が追加され，新

い。イメージとしては「古い」
「マイナー」
「懐か

しい視聴の仕方が生まれている。それに慣れて

しい」ものである。

しまっている視聴者（聴取者）からは，それと
同等の使いやすさがないラジオに，不便さを感

あまり聴いている人がいないというちょっと古い

じる声も聞かれた。

イメージ（男性 28 歳）
特に形態も変わらず，新しい試みをするでもな
い感じ（男性 36 歳）
DJ がぼそぼそはがきを読んでリア充（実 生活

ラジオの抱えるその他の問題点
ラジオを聴くのをやめてしまった理由として特
に女性層から挙げられたのが，チューニングの

が充実している）でない人がはがきの中でだけ自

難しさなど使い勝手の悪さ，面倒くささである。

己表現する場（女性 31 歳）

電波によるラジオの難聴取についても指摘が
あった。

ラジオを取り巻く情報環境の変化
グループインタビューの参加者が，2月の聴
取体験時までラジオから遠ざかっていた理由に
は，ラジオ以外の情報環境や娯楽用メディアの
進化と多様化も大きく関わっている。

マンションで聴こうとしたら，壁が厚くて聴けな
かったのであきらめていた（女性 37 歳）
自分のように，チューニングが面倒とか難しくて
聴けないと思っている人も多いと思う（女性 27 歳）

特にスマートフォン，インターネットの利用が
増えたことや，音楽鑑賞用のデバイスもますま

ラジオは，新番組のPRや番組情報の発信

す多様化したこと，動画配信や音楽配信の利

が少ないことも聴かない理由に挙げられた。新

用も急速に拡大したことなどが，ラジオ利用の

聞のラジオ欄は見にくく情報が少ないという意

中断の理由として多く挙げられている。そうし

見が多く，そもそも新聞を取っていないという

た環境の中でラジオの存在感がますます埋没し

人も若い男性を中心に少なくない。

30
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その局を聴いていないと新しい番組の宣伝も流

番組を選んだ際の基準についても聞いた。

れないのでわからない。出会いがない。新聞は取っ

2月から6月までの間，どのようにラジオを聴

ているがラジオ欄は飛ばしてしまう（女性 26 歳）

いていたのかについても，合わせて聞いている。

番組表を見ても，面白い番組なのかどうか勘所
がわからない（女性 27 歳）

どのような時間・機会に聴いたのか

情報薄い。例えば好きなアーティストが出る場

聴く時間・機会としては，
「通勤時間」と「夜

合，2 時間の番組の中のどのあたりで出るのかが

寝る前」が多かった。昼休みや残業時間の気

知りたい（女性 40 歳）

分転換にも聴かれている。

番組内容の魅力が伝わっていないだけでは
なく，聴取を依頼した時点では，そもそもパソ
コンやスマートフォンで「ラジコ（radiko）
」が聴
けることや， NHKには「らじる★らじる」があ
ることなど，インターネットでラジオが聴けるこ
とについての情報もあまり伝わっていなかった。

行き帰りの通勤の電車の中でスマホをいじりな
がら（男性 28 歳）
通勤の帰りは「ラジコ」で聴くし，家だと一息つ
いた後の 22 時とか 23 時（男性 42 歳）
夜は疲れているので 音楽で癒されたい（ 男性
28 歳）
昼 休みに自分の世界に入り込んでひたすら聴

（2 月の調査の時の）案内が来て初めて「 ラジ

く。ラジオだとヘッドフォンでひたすら聴いて，自

コ」を知って入れた。スマホでいけるんだって（男

分だけの世界に埋没して切り替えができる（女性

性 28 歳）

40 歳）

NHK にはラジオがあったような気がしたんだけ
ど，
「ラジコ」にないから都会にはないんだと思った
（男性 28 歳）
このほか，災害時のメディアとしてのイメージ
も薄らいでいる。2011年の東日本大震災から4

深夜残業中などは疲れてテレビは見たくないが，
ラジオなら聴きながらだと眠気ざましにもなるし
（女
性 27 歳）
女性の中には，家事の際や家事の合間，子
どもがいない時間に，という声も聞かれた。

年，非常用のメディア，防災用のメディアとして
も想起されにくくなっているようだ。

パソコンで音量を大きくして料理を作りながら，
洗濯物をたたみながら聴いたり，雑誌を読むよう

災害でラジオというのはあまりない。3・11の時

な休憩時間にも，ラジオを流しながら雑誌を読む

もメールなどが先行していた（女性 31 歳）

という感じ（女性 27 歳）

2. 聴取依頼を受けて，
どのようにラジオを聴いたのか

番組選択の基準は
聴く番組を決める際には，とりあえず聴いて

グループインタビューでは，聴取依頼を受け

みて，気に入った音楽を流していたり，好まし

て実際にどのような時間・機会に聴いたのか，

いパーソナリティーやゲストが話していたりする
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番組を選ぶといった答えが多かった。

ドラマや教養番組などの内容のほうがアンテナに
引っかかる（女性 37 歳）

基準は特になく，とりあえず一通り聴いてみて，

3. 現在までの聴取状況

良さそうと思ったもの（男性 28 歳）

調査票から

グループインタビューの際には，Web 調査を

興味がある音楽が流れているかどうかが基 準

行った 2月から，グループインタビューを行った

（男性 28 歳）

6月までについて，聴取の頻度の変化と生活の

パーソナリティーはお笑い芸人系の人がやはり
よかった。退屈しない感じで，内容が面白い（男

中での出来事を調査票に書き込んでもらった。

性 36 歳）

生活の変化と聴取行動との関係を探るためであ
る。1か月を上・中・下旬の3 つに分け，それぞ
れの時期の聴取頻度を5 段階で記入してもらっ

一方で，トークやバラエティー中心の番組が

た（表 4）。

多いことに対して違和感があり，教養番組など
別のジャンルの番組を好むという声もいくつか

調査票には，生活の上でのトピックやラジオ

聞かれた。ニュース・情報番組を聴く人も一定

を聴いた理由・聴かなかった理由についても書

数いる。

き込んでもらった。
グループインタビューでは，生活の変化と視
聴行動についてさらに踏み込んで聞いた。

ラジオでもトークやバラエティーよりは，ラジオ

表4

今日までの流れ

生活状況と聴取頻度の変化（記入例 27 歳 女性の場合）

1

2月
2

3

4

3月
5

6

7

4月
8

9

10

5月
11

12

13

6月
14

15

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

④ 5 月下旬
座談会前のアンケート

① 2/2 〜 2/8 ラジオ聴取期間
② 2/9 〜 2/11 直後のアンケート

⑤
本日の
座談会

③ 2/22 〜 2/25 2 週間後のアンケート
おおよそのラジオの聴取状況をお教えください
（自分なりのランクで構いませんので，時期ごとに○を記入してください）

ラジオ聴取頻度
よく聴いた
まあまあ聴いた

5
4

やや聴いた

3

○
○

○

○

あまり聴かなかった 2
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○

○

○

○
○

会議が立て続けに控えてい
て外出が多かった

32

○

実家に帰省していた

この 時 期 に 普 段
とは違う出来事が
あった場合，その
内容を簡単に記入
してください

○

○

配置換えで別の職場に異動

1

残業が通常より多かった

聴かなかった

○
○

○

ラジオを聴き始めてから，
何がどう変わったのか
この調査票に記された聴取行動と生活の変
化を読み解いてみると，聴取行動には大きく分
けて 3 つの類型があった。

テレビや音楽に飽きてきたときの2～3 番手のツー
ルとしてたまに聴いている。通勤時はニュースだが，
家ではパーソナリティーで選んでいる（男性 36 歳）
お出かけで車に乗る機会が多いと，カーラジオ
を聴く機会が増加する。ゴールデンウィークは車で
の移動が多かった（男性 42 歳）

1. 聴きたい番組を見つけ，聴き続けている
まずは，生活の変化や出来事にかかわらず，
基本的には好きになった番組を聴き続けるパ
ターンである。生活の上の出来事や番組内容に

残業が多いと，気を紛らわすための聴取が増え
る（女性 27 歳）
ニュースしか聴かない。時間帯は午後や夫の帰
宅待ちの時間に限定（女性 27 歳）

よって多少の出入りはあっても，気に入った番
組を聴くことが習慣となっている。

3. 聴いてみたが，面白い番組に出会えず，
聴くのをやめた

今回の調査のおかげで，毎日（昼休みに）定期

特に 20 代男性に多くみられたパターンであ

的に聴く番組ができた。ただし，この番組が終わっ

る。強く興味をもってもらえる番組との出会い

たら聴かなくなる（女性 40 歳）

さえあれば聴いてもらえる可能性がある人もい

通 勤で聴くのが習 慣になった。 何もしないで
ぼーっとしているよりは情報を入れたほうがよい。

るが，そもそもラジオの優先順位がとても低い
人も少なくない。

ニュースをスマホで見ながら聴いている（女性 31 歳）
買い物に行くときに聴く番 組は決まったので，
自分の好きな音楽が聴けるときは聴いている（女
性 26 歳）

自分がラジオを聴ける時間内で，聴きたい番組
を見つけることはできなかった（男性 28 歳）
聴かなくなったのと忙しさは関係ない。お気に
入りの番組が見つけられなかったし，探す努力もし

2. 通勤の車の中や残業時，旅行の時など
聴けるタイミングに合わせて聴く
一番多いのが，特定の番組を選んで聴き続

なかった（男性 28 歳）
スマホの電池の減りが気になるので，調査終了
後はアプリを削除した（男性 28 歳）

けているわけではないが，通勤や残業などの
「時間」や，旅行などの「機会」に合わせて聴く
パターンである。これらのケースでは，その時
間帯や機会にお気に入りの番組が見つかれば，

これらの3 つの類型の中からみえてくる，聴
いてもらうために必要なことが 2 つある。
一つは，聴取のタイミングをいかに見つけて

ラジオの聴取を習慣にしてもらえる可能性が感

もらうかが，とても大事だということである。通

じられる。

勤時間や昼休み，家事の合間などのふとした
「すきま時間」や，食事の準備をしたり，車でド

車で聴くペースは変わっていない。聴く番組は

ライブしているときなどの「ながら時間」に，い

同じだが，番組名などは覚えていない（男性 32 歳）

かに「ラジオを聴きたい」という気持ちを思い起
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こしてもらえるかということである。
もう一つは，
「わざわざ」ラジオを聴く価値の
ある番組をどれだけ的確な時間帯にしっかりと

テレビの機能の進化などメディアをめぐる環境
の変化が，ラジオの存在感を薄れさせている
様子をみてきた。

放送することができるかということである。今

それでは今回のラジオの聴取依頼によって，

は聴いてくれている人でもお気に入りの番組が

どうして多くの人が「継続して聴きたい」と答え，

ないと関心は次第に薄れていってしまう。逆に，

また少なからぬ人が実際に聴取を継続したの

聴くことが習慣化しているケースでは，
「はまっ

であろうか。

てしまって」ラジオを聴くのが欠かせなくなった
様子がうかがえる。

ラジオを聴いてみた後に気づいた，今まで知
らなかった良さと，聴いてみて不満に感じた点
について改めて聞いてみた。

いい番組に出会えていまだに毎日聴いている。
赤江珠緒さんのやっている番組が楽しい。午前中

今まで知らなかった
（ 気づかなかった）
ラジオの良さ

嫌なことがあっても，ラジオを聴いて一人でクスク

インターネットのラジオにより，今までのラジオ

ス笑えば気分転換になる。
「よし戻るか」とポジティ

のネガティブなイメージが変わった

気になってしまって習慣になった。TBSラジオの

ブに切り替わる（女性 40 歳）

Web 調査の節でも触れたが，今回知った「良

（調査が）終わったことを認識しないぐらい普通

さ」の中で，最も多かったのが，インターネット

に聴くようになった。習慣になった。自分の出会

で聴けるようになったことによる，扱いやすさと

えなかった視点をDJ が教えてくれるので普通に聴

その音質の良さである。チューニングの手間が

き流すだけでも面白い（女性 31 歳）

なく，面倒くささが大分減っている。スマート
フォンなら，持ち運びも便利である。音質が良

今回の聴取行動の調査の中からは，ラジオ
に対する認識や聴取行動が，人によって多少

いので，音楽を鑑賞するのにも十分耐えられる
というのである。

の差はあっても変化していることがうかがえた。
自分の生活を見直して意外なすきま時間がある

操作が楽だということも知らなかった。 もっと

ことに気がついた人もいる。ラジオの聴取を新

みんなが知れたらいい。こんなに簡単，音もいい

たに経験することで，少なからぬ人の中に聴取

し，チューニングしなくていいという情報が出回っ

につながる芽が生まれたように思える。

てたらいい（女性 27 歳）

4. 今回のラジオの聴取依頼は，
対象者にどのような“気づき”を与えたか

雑音なしでラジオを聴けるのが衝撃だった。す
ごく音が綺麗だった（女性 40 歳）
いつでも聴ける安心感が増えた（女性 37 歳）

インタビューの前半では，個人のライフステー
ジが転換したり，生活習慣や趣味・嗜好が変
化したときにラジオから離れる契機が訪れるこ
とをみてきた。さらに，スマートフォンの普及や
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「すきま時間 」の活用や，
「ながら」聴取ができる
前述の「どのような時間・機会に聴いたのか」
の項目でもみてきたように，通勤や通学の時の

移動時間や会社での昼休みや残業時間の「す

スマートフォンやパソコンで酷使している目の

きま時間」や，家事をしながらなどの「ながら

負担にならないという，現代ならではの気づき

時間」が意外と活用できると気づいたという声

も多かったようだ。

は多い。

スマホやパソコンは目を使っていて疲れる。ラ
「 すきま時 間 」を活用するならいいと思った。
通勤中などは満員電車なので，ラジオならイヤホ

ジオだと目を使わないで情報が入ってきてくれるの
で目に優しくていい（男性 36 歳）

ンで聴けていいと思った（女性 31 歳）
朝方ネットをしているときに， ついでにラジオ

音声だけで伝えるメディアとしての魅力のほ

をつけているといろいろな情報が入ってくる（女性

かには，テレビにはない，思いがけない情報と

46 歳）

の出会いがあるという。

テレビにはない良さ，面白さがある

最近テレビ番組だとなかなか音楽の情報が少

テレビに負けていないというより，むしろ優

ないと思うので， そういう意味では貴重なツール

位性があるという指摘も多くみられた。その一

かな。70 年代とか 80 年代の山口百恵とか中森明

つが，テレビでは聴けないような思い切ったトー

菜とかのアイドル系を， 今回のラジオをきっかけ

クが，ラジオならではの独特な雰囲気の中で聴

に好きになった（男性 28 歳）

けるというものである。

自分で選んだものじゃない情報が入ってくるのが
脳に刺激があってよかった（男性 36 歳）

テレビのトークだと出演者同士が話している感
じだが，ラジオだとこちらに語りかけてくれるよう

ラジオを聴いてみて不満に感じた点

な感じなので，すごく新鮮に感じた（男性 36 歳）

一方で，今回ラジオを聴いてみて，不満に感

独特の間 ，空気感というのがあってそれが聴い

じる点についても聞いてみた。これは，インター

ま

ていて心地いい（男性 40 歳）

ネットラジオならではの不満・不安と，これまで
のラジオとも共通するものの2 つに，大きく分け

音声のみで伝えるメディアの魅力としては，

られる。

映像がないのでかえって情報が頭に入りやすい
とか，音声だけなので聴き流すことができるの
がラジオの魅力だという声もあった。

ラジオに対する
「 技術的な」不安や不満
インターネットでラジオを聴く場合，音声が途
切れやすいなどの技術的な問題がいくつか指

画面がないとかえって楽。画面を見なくていい
ので自由度が上がる。
「あの画面見逃した，くそ
～！」というのがない（女性 27 歳）

摘された。
特にスマートフォンでラジオを聴く場合，ス
マートフォンの電池の減り方が早いことへの不

音楽や人がしゃべっているのをぼーっと聴いて

満や，
「通信料金が心配」
「スマホの機能に影響

いるほうが逆に心を空っぽにできる（女性 27 歳）

が出るのでは」
「地下鉄で聴きにくい」といった
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不安・不満の声が聞かれた。

テレビやインターネットでできることが，なぜイ
ンターネットのラジオではできないのか

「ラジコ」は重いですね。途中音が切れるし，途

新しい機能へのリクエストという形で，現在

中でストップする。それで聴くと結構ストレスにな

のインターネットによるラジオへの使い勝手につ

る。パソコンでは聴けないなと思った（男性 46 歳）

いての不満も挙げられた。インターネットを使っ

ただでさえいろいろなアプリを入れているので
（電池が）なくなりやすいのに， もう1個増えると
電池がなくなると不安（男性 28 歳）
パケット通信の容量をどれくらい使っているんだ
ろうかと若干心配になった。結構低めに容量を設

ているのだから，テレビやインターネットで普通
に使えるような機能は欲しいというのである。
録画機能・タイムシフト視聴の機能やオンデ
マンドの視聴など，テレビで使えるのと同等な
機能をラジオにも求める声は大きい。

定しているので（男性 28 歳）
地下鉄だとネットは入るが，
「ラジコ」は GPS で
位置情報を特定しないと聴けないので，やってみ
たけど聴けなかった（男性 40 歳）

テレビの番組表で録画できるように，ラジオも
簡単に予約録音できたらいい（女性 22 歳）
テレビのビデオオンデマンドのように聴き逃した
番組を聴けるシステムがあればいい。聴いて面白

スマートフォンのラジオのアプリが，
「どのア
プリを，どの程度使うか」という他のアプリと

かったら，聴き続けようかと思う（女性 27 歳）
ネットで聴けるのに，普通に放送しているだけ。

の競合の中にあることをうかがわせる内容であ

聴きたいときに聴ければいいのに。せっかくネット

る。早い段階のうちに，スマートフォンの画面

で聴けるんだから，逆にどうしてそれができないの

上にラジオのアプリが，確たる居場所を占める

かと思った（男性 40 歳）

必要性が大きいことが実感される。

自分の好きな曲やジャンルで検 索して， お勧
めの番組などが出てくるシステムがあるといい（女

ラジオへの技術的な不満については，イン

性 35 歳）

ターネットラジオに関するものが中心だったが，
電波で聴く場合の難しさに関する不満も2人か
ら聞かれた。

これらのほかにも，
「アーカイブスがあれば」
とか「スキップ機能が欲しい」など多数のリク
エストが出された。中には「字幕が欲しい」
（男

聴きたい放送があったが，
（電波で聴こうと）小

性 28 歳）というものもあった。

さなのを窓の近くとかいろいろやったけどなかなか
聴けなかった（男性 46 歳）
鉄筋マンション。なぜ携帯の電波は通っている
のにラジオの電波はダメなのか（男性 32 歳）

番組の編成やコンテンツに関する不満
インターネットでラジオを聴く時代になっても
変わっていないと思われるのが，ラジオの編成
や番組内容に関する不満である。聴きたい時
間に聴きたい番組がないといった意見や，同じ
時間に聴きたいジャンルの番組が重なっている
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といった声が聞かれた。番組編成に対して不

てみると，さらに新しい不満を感じるようになっ

満をもつ人は，本来「ラジオを聴きたい」という

てきたようである。

欲求をもっている人だと考えられるため，こう
した声にこたえていくことは大切である。現在

（「ラジコ」の番組表が）もう少しわかりやすい感

のテレビでは録画視聴・タイムシフト視聴が当

じだといいと思うことはあった。提供スポンサーし

たり前になっているだけに，特に強く感じられ

か書いていなくて，実際に何をやるのかが書いて

るようだ。

ないことが時々あった（女性 31 歳）

番組の内容については，音楽やトークが中心

口コミがない。欲しい。
「あれはいいよ」という

の同じような番組が多いといった意見や，前出

押しつけではない視聴者（聴取者）側からの情報

の調査票による調査に多くみられたように“あ

が欲しい（女性 27 歳）

えて聴きたい”と思うような番組がないといった
声が聞かれた。

ラジオならではの魅力がもっと欲しい
ラジオだからこその優位性が見つけられない

新しい 番 組も探そうとしたが，22 ～ 23 時は

とか，ラジオがなくてもほかのメディアでカバー

時間的に学生向けの番組が多い。お便りを読ん

できるので特に困らない，
「あえて」聴きたい番

だり，彼氏のことを電話相談したり，今の私向き

組がない，といった声が聞かれた。

の内容ではなく，新しい番組は開拓できなかった
（女性 26 歳）
19 時とか20 時 の時 間 帯に 聴こうと思ったら，
軒並み（野球の）ナイターをやっていた。
「ナイター
しかやっていないのか」と思ってやめた。横並びす
ぎるところが不満（男性 40 歳）

「ながら」で聴けるのも必要だが，
「あえて」もな
いと価値が薄れる。
「あえて」だったらもしかすると
家族で聴くかもしれない（男性 40 歳）
テレビや 新 聞はなかったら影 響 が大きいが，
ラジオはそこまでではない（女性 22 歳）

もっとヒットチャート系の音楽番組を増やしてほ
しい。 もう本当に聴きたい番組がなくて，
（ヒット
チャート系の）番組も土曜日の昼間に集中して重
なっていて聴けない（男性 48 歳）
音楽がずーっと心地よく流れているのがないか
な，とザッピング。話し出すとうっとうしいので替

ラジオの面白さを共有したい
聴く人の少ないラジオの場合，番組が面白く
ても，周りの人と盛り上がったり，SNSを使っ
て面白さを共有したりすることができないという
声もあった。

えちゃう（男性 48 歳）
心地よい音 量で聴いているつもりだが， 突然
CM の時になるとうるさくなる（女性 37 歳 ）

周りで聴いている人がいない。話も共有できな
い。テレビなら「この番組面白いよ」という話にな
るのに。 一人で盛り上がっていてもしょうがない。

番組表や番組情報の少なさへの不満
調査開始時には，新聞のラジオ番組欄など
への物足りなさが聞かれたが，実際に聴取をし

自己完結（女性 26 歳）
自分だけラジオを聴いている感じだった（男性
28 歳）
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（電波の）ラジオならツイッターはできても，
「ラ

ターネットのラジオの番組表を見ても内容がわか

ジコ」の場合だといったん終了させないと重くなっ

りにくいなど，情報が少ないという不満が多い。

てしまう。直接，同時にできたらいいと思う。
「わ
かるわかる」と共有できる（女性 31 歳）

5. どうすればラジオを聴いてもらえるのか
どうすれば新たにラジオの聴取者を獲得で
き，現在聴いている人には継続的に聴いてもら
うことができるのか。これまでの考察の中から
課題を整理してみる。

これを見れば一通りわかるという番組表が
手に入りやすい状況にあることが求められてい
る。面白い番組は「PRしてくれたら聴くのに」
という声も多く聞かれた。
3.「 わざわざ聴きたい」番組を作る
ラジオを手にして意外に身近であることを感
じて興味をもってくれた聴取者でも，毎回わざ
わざラジオをつけてでも聴きたい番組に巡り会

1. 聴取の方法の浸透を図る

わなかった場合には，なかなか聴き続ける習慣

2月のWeb 調査でも，入り口の段階で「ラジ

が定着していない。ラジオを習慣的に聴いても

コ」や「らじる★らじる」の聴き方を知っている

らうには，番組内容でもパーソナリティーでもと

人は少なかった。使い勝手の良さや音質の良さ

にかく何かが強く聴取者の心に突き刺さること

などの特長も十分知られているとは言えない。

が必要である。

まずはインターネットでのラジオの聴き方やその

インタビューの中でも多くの人が，
「語りかけ

特長をもっと広く広報や宣伝などで知ってもら

てくれるような親近感とわかりやすさ」や「独特

う必要があるだろう。

の間や空気感」などラジオならではの「深さ」の

調査では，一度触れてもらえれば身近な日常

魅力を挙げた。一方で，
「番組の面白さを他の

的なメディアとして認識してもらえる可能性が高

人と共有できない」といった「物足りなさ」を感

いことがわかった。

じている声もある。

2月に聴取を依頼した際には，モニターにポ

番組に感じた面白さや共感を，SNS などの機

イントを提示することによって依頼に応じても

能を利用して共有したり，番組で興味をもった

らったが，何かしらの仕掛けや工夫で，プロ

情報をインターネットでさらに深く知ることがで

モーションやキャンペーンを行うことも，選択肢

きるなど，インターネットを使った番組の楽しみ

として考えてもよいのではないだろうか。

方の可能性をさらに広げていく工夫も必要だろ
う。

2. 番組表の工夫や番組の PR を
ラジオはテレビと比べて，つけたときに何の

4. テレビに負けない
「 使い勝手」を

番組をやっているのかがわかりにくいメディアで

日進月歩で，テレビや情報機器，娯楽メディ

ある。そのため，聴いている番組の内容がわか

アなどの機能が進歩していく時代に，ラジオだ

らず，スイッチを切ってしまう聴取者も多い。

けがそのまま取り残されていていいというわけ

したがって，しっかりとした番組表を作る必

にはいかない。聴取者は，録画（録音）・タイ

要性が高いのであるが，新聞のラジオ欄やイン

ムシフト・オンデマンドなど，他のメディアと同
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等の使い勝手もまた，当たり前のように求めて
いる。
以上に記したこれからの課題は，どれ一つを
とっても，ラジオ界に懸命な努力を求めるもの
である。しかし，今回の調査を終えてみて，課
題を解決することが難しいとしても，それを乗
り越えることができさえすれば，ラジオの前に
広がる可能性もまた大きいことを実感した。ラ
ジオがもっと身近で扱いやすいものとなり，聴
きたいときに聴きたい番組が聴けるようになれ
ば，まだまだラジオを聴きたいというニーズは
小さくないのである。
越えていくべき壁はとても高いが，ラジオに
携わる業界が力を合わせて聴取者の声にこた
えていくことができさえすれば，聴取者の中に，
まだ鉱脈は残されているように思われる。
（こが ただみち）
注：
『NHK 放送文化研究所年報 2016（第 60 集）』に採録を
掲載予定
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