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査立ち上げの目的と，新たな調査票（質問文）
の作成に向けた問題意識を整理したい。

 I.「全国メディア意識世論調査」の企画意図
　〜インターネットに関する行動や意識の
　　測定についての問題意識の系譜〜

前身の「日本人とテレビ」調査は，テレビに
関する人々の行動や意識を定期的に測定し，
その変化を時系列で把握することを目的に，
1985年から5年ごとに実施されてきた。

7回にわたって行われた同調査では，かつて
メディアの中で圧倒的な位置づけだったテレビ
が，インターネットが世の中に普及し，人々の

 はじめに
NHK放送文化研究所世論調査部では，現

在の多様化したメディア環境における人々のメ
ディア利用行動・意識をとらえ，その推移を時
系列で把握すべく，2020年秋，これまで継続
してきた放送意向調査「日本人とテレビ」にか
わる新たな調査「全国メディア意識世論調査」
を立ち上げた。

初回となる「全国メディア意識世論調査・
2020」の実施期間は2020 年10月末から12月
上旬である。本稿はまさに調査期間の最終盤
に執筆しており，結果については改めて報告
したいと考えているが，それに先立って，調

調査研究ノート

「全国メディア意識世論調査」に向けて

世論調査部　斉藤孝信

NHK放送文化研究所世論調査部では，現在の多様化したメディア環境における人々の利用行動・意識をとらえ，
その推移を時系列で把握すべく，これまで継続してきた放送意向調査「日本人とテレビ」にかわって，新調査「全
国メディア意識世論調査」を始める。具体的には，人々が多くのメディアの中から，いかにして「利用するもの（テレ
ビやインターネット）」を選び取っているのか，特にインターネット動画が，テレビ番組と異なるどのような評価を得て
いるのかを知りたいと思っている。

調査に先立ち，インターネット動画視聴者に予備調査を実施し，どのような質問文や選択肢であれば，現在の人々
の利用行動や意識を的確に把握できるのかを確認した。

例えば「テレビを見る」という表現で行動や意識を尋ねた場合，テレビ画面で，その時間にテレビ局が放送して
いる番組を見ることだけでなく，録画した番組を見ることを含める人も多く，中にはパソコンやスマートフォンで一
般の人が投稿した動画を見ることまで含める人もおり，想起される機器や行為の範囲の広さがわかった。

視聴コンテンツを決める際の情報源についても，テレビ番組では，番組表やテレビで放送している番組の宣伝が
多かったのに対し，インターネット動画では，SNSやインターネットの情報をもとに選んでいる人が比較的多かった
ほか，サイト・アプリの通知や，1本あたりの再生時間，動画サービス内で「おすすめ動画」として提示されるもの
など，インターネットならではの基準を持つ人もいた。

調査チームではこうした予備調査の回答結果を踏まえ，「全国メディア意識世論調査」の質問を作成した。
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生活に浸透していくことによって，接触の量的
な面からも，必要性や効用認識など意識の面
からも「多メディアの中の1つ」になっていく過
程をとらえてきた。
「日本人とテレビ」の質問文は，その時どき

のメディア環境に合わせて，たびたび部分的な
変更が施されてきた。ただし，時系列変化の
把握が目的であることから，テレビが圧倒的な
位置づけにあった1985年当時に設計された質
問を全面的に変更することは難しかった。その
ため，当時とは大きく様変わりした現在の多メ
ディア環境において，人々がどのような行動や
意識を有しているのかを把握することが難しく
なっていた。そこで，現在の環境に即した新
調査「全国メディア意識世論調査」を立ち上げ
ることにしたのである。

この問題意識をより明確に示すために，本
稿ではまず「日本人とテレビ」調査について，
特に，メディア全体におけるテレビの位置づけ
の変化という視点で簡単にまとめてみたい（引
用する各調査概要は，本稿末尾にまとめて記
載する）。

整理の方法としては，
①該当調査が実施された当時のメディア環境
②質問文の主な変更点
③調査結果（多メディアとテレビの関係を考え

るうえで特徴的なもの）
という3つの項目でまとめていく。

1985年調査〜 1995年調査

①メディア環境

この時代に，家庭用のビデオやゲーム機，
CDなどが普及した。ただし，本稿の問題意識

（インターネットの普及・浸透によるテレビの位
置づけの変化と，質問文の検討）に基づいて，

ひとことで言えば，この期間はまだ「インター
ネット普及前夜」であったと整理できる。

②質問文

「日本人とテレビ」では，開始当初からテレビ
の視聴量（接触頻度や1日あたりの視聴時間）
を尋ねる質問があった。

接触頻度はメディア別に尋ねる形式だった
が，質問文に用意されていたメディアは「テレ
ビ」「ビデオテープ・ビデオディスク」「ラジオ」 

「レコード・音声テープ・音声ディスク」「新聞」
「週刊誌」「本」「マンガ・劇画の週刊誌や本」の
8 種類であった。つまり（言うまでもなく），「イ
ンターネット」は影も形もなかったのである。

なお，「テレビ」の接触頻度を尋ねる質問文
には，「ビデオやテレビゲームなどを見る場合
は除く」という注釈がつけられていた。また，
当然ながら，当時は現在のようにスマートフォン

（以下，スマホ）やパソコン（以下，PC）などで
テレビ放送を視聴することはなかったわけであ
るから，この質問における「テレビ」とは，す
なわち「テレビ受像機で，放送と同時にテレビ
番組を見ること」を指していたのである。

③調査結果

家庭用のビデオやゲームをいち早く利用し出
した若年層を中心に，メディアにおけるテレビ
の位置づけは，絶対的なものではなくなり始
めていた。ただしビデオについては，テレビの
視聴時間を奪うものではなく，逆に，ビデオ
への接触頻度が高い人ほど，テレビの視聴時
間も長いという傾向が1985 年調査で確認され
ていた。当時の分析者（牧田・上村）は論考
の中で「ビデオがテレビと競合関係にないの
は，テレビをよく利用する（視聴時間の長い，
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テレビ好きな）人を中心にビデオが購入，利用
されているためと考えられる」と述べている1）。
「インターネット普及前夜」であるこの期間，

意識面でのテレビの評価は一貫して高く，「世
の中の出来事や動きを知る（報道）」「生活や余
暇に関する情報を得る（情報）」などの機能で，
ほかの（活字）メディアに抜きん出て評価され
ていた。

2000年調査

①メディア環境

1995年にWindows95が 発売され，1996年
にはYahoo! JAPANがサービスを開始した。
モバイル関連では，1996年にショートメール
サービス，翌年には携帯電話の電子メールサー
ビスが始まり，1999年には携帯電話からイン
ターネットに接続できるiモードがスタートした。
このように，1995年調査からの5年間で，イン
ターネットが人々の間で使われだしたのである。

②質問文

2000年調査では，こうした変化に対応する
ために，質問全体のおよそ2割を変更した。主
な変更点は，利用頻度や効用比較など，ほか
のメディアとの相対的な比較によってテレビの
位置づけを探る質問群の中で，比較メディアの
中に「インターネット」を加えた点である。

なお，このときの質問文では，接触頻度を
尋ねる際，インターネットについて，「世界中の
パソコンどうしを結びつけるしくみで，企業や
個人がつくるホームページとよばれる情報画面
を見たり，電子メールという手紙のやりとりなど
ができます」という注釈を加えていた。今となっ
てはこの文言自体に時代を感じるが，ここであ
えて紹介したのは，当時はインターネットといっ

ても，現在のような動画サービスやSNS（ソー
シャル・ネットワーキング・サービス）は国内に
存在していなかったという事実を押さえておき
たかったからである。

③調査結果

この年の調査の結果は，当時のインターネッ
トの利用概況，およびメディア利用全体の中
での位置づけを客観的に把握できるものと
なった。

家に「パソコン・ワープロ」がある人が半数
を超えた。ただし，インターネットに1度でも
接触したことがある人（以下，インターネット利
用経験者）は19％とまだまだ少数で，「毎日」
接触している人は 8％とごくわずかであった。
「報道」や「娯楽」といった7つの機能のそ

れぞれにおいて，いちばん役に立つメディアを
答えてもらう質問では，どの機能においてもテ
レビや新聞といった従来のマスメディアの評価
が高く，インターネットは「情報（生活や趣味
に関する情報を得るうえで）」で4％が（いちば
ん役に立つと）回答したにとどまった。

一方で，初期のころから便利とされたイン
ターネットの情報機能において，その特性面

（「速報性」「わかりやすさ」「詳報性」「選択
性」の4つ）をテレビや新聞などと比較したと
ころ，インターネット利用経験者では，「選択
性（必要なものだけいちばん選びやすい）」で，
インターネットがテレビや新聞などを上回る評
価を得ていた。一部の利用経験者にとっては，
自分が必要とする情報を，必要なときに入手
できる点で，従来のマスメディアよりも便利な
ツールとして認識されてきていたと言える。

当時の分析担当者（上村・居駒・中野）は
報告のまとめとしてこう述べている。
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……テレビに匹敵する日常メディアに発展
するかもしれないインターネットが登場してき
た。

今後もテレビがメディアの首座にあること
は間違いないにしても，テレビの役割や位
置づけが変化する可能性はあり，その変化
をとらえ続けることが「日本人とテレビ」調査
の使命となる2）。

2005年調査

①メディア環境

2000 年調査以降の5 年間で，インターネット
は人々にとって，いっそう身近に利用できるも
のになった。2001年末からADSLなどブロー
ドバンド回線の契約数が飛躍的に伸び，高速・
大容量のデータ通信が可能になった。2005
年には音楽配信サービス，無料動画サービス
が，それぞれ開始されている。携帯電話でも，
2003 年からパケット通信定額制がスタートし
た。2004 年にはSNS（mixi，GREE）が登場
し，若者を中心に加入者が急増した。

放送関連では，2000年にBSデジタル放送
が開始し，家庭用HDD（ハードディスクレコー
ダー）が発売されている。

②質問文

こうした状況を受けて，2005年調査では，
接触頻度を問う機器に，HDDを加えた。

③調査結果

「毎日」接触する人は，多くのメディアの中で
唯一テレビだけが90％以上であった。一方で，
インターネットに「毎日」接触する人も，5年間
で倍増（8％→17％）していた。

インターネットの浸透は意識面にも表れて

いた。情報機能における特性を尋ねた問いで
は，「速報性」「わかりやすさ」「詳報性」など
の点では相変わらずテレビや新聞に評価が集ま
り，インターネットとの差は大きかったが，「選
択性」ではインターネットの評価が5年前より高
まって，テレビ，新聞と三つどもえに近い状況
になっていた。

なお，本稿の視点である，インターネットを
中心としたメディアの多様化と調査内容の変
遷というところからはやや逸脱するが，2005
年調査では，現代的なテレビの見方に関する
質問も新設しており，「テレビをつけておいて，
気になったときだけ目を向ける」「家に帰るとと
りあえずテレビをつける」など，テレビをつけっ
ぱなしにしておく人が多いことが確認された。
一方で，テレビが「家族の団らんに役立つ」と
評価する人が減少。女性ではテレビを「ひとり
だけで見たい」人も増え，テレビの個人視聴傾
向が確認された。

2010年調査

①メディア環境

2007年にYouTubeの日本語版サービスが開
始された。2008年にはFacebookとTwitterの
日本語版サービスが開始。そして，同じ2008
年にはiPhoneが日本で発売された。

②質問文

主な変更点は，従来の「インターネット（メー
ルは除く）」だけではなく，「インターネット動
画」を切り分けた形で接触頻度を尋ねる質問
が新設されたことである。また，「テレビよりイ
ンターネット動画のほうが面白いと思う」「見逃
したテレビ番組を動画サイトで見る」ことの有
無など，テレビとインターネット動画の関係性を
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問う質問も設けられた 3）。

③調査結果

「毎日」接触は，テレビは相変わらず高かっ
たが，インターネット（メールを除く）も2005年
からさらに増えて27％となった。

意識面では，特に男性の若年層（16 ～29歳）
におけるインターネットの存在感の拡大が顕著
で，「どうしても欠かせないメディア」として，イ
ンターネットとテレビが並んだ。

新たに切り分けて尋ねたインターネット動画
の視聴頻度では，「毎日のように」はまだ5％と
少なかったが，「年に数日くらい」の人まで含め
ると34％で，男女16 ～ 29歳の若年層では7
割近くがインターネット動画を視聴していた。

また，テレビとインターネット動画の関係性
を問う質問では，当時の16 ～ 19歳の半数が

「見逃したテレビ番組をインターネットの動画サ
イトで見る」ことがあると答えていた。「テレビ
の新たな見方」として，ビデオを使った録画再
生（タイムシフト）視聴に加え，見逃した番組
をインターネットで視聴する新しいスタイルが，
若者の日常生活に浸透している様子がとらえら
れていたのである。

なお，テレビ視聴に関する意識について，
若年層では「好きな番組でも毎回決まった時間
に見るのは面倒だ」「テレビを見たあと，時間
をむだにしてしまったと思うことがよくある」が
全体より高く，若者たちがテレビの放送時間に
縛られることを嫌い，時間効率を重視する傾
向がみられた。

2015年調査

①メディア環境

2010年調査のあと，インターネット動画や

SNSの分野でさらに大きな変化があった。動
画に関しては，2011年にHulu，2015年には
スマホやタブレット端末などでテレビ番組の
動画を配信するTVerのほか，Amazonプラ
イム・ビデオとNETFLIXもサービスを開始
した。SNSでは2011年にLINE，2014年に
Instagramがサービスを開始している。

放送関連では，2012 年にテレビがデジタル
放送に完全移行された。

②質問文

前述のように2010 年調査からインターネット
動画の視聴頻度を尋ね始めたわけだが，2015
年調査ではさらにインターネット動画のうち，

「テレビ番組の動画（番組そのものや，番組の
一部を一般の人が加工したものなども含む）」
だけを切り出して尋ねている。

SNSについても，利用頻度のほか，テレビ
視聴と関連したSNS 利用行動・意識について
の質問を新設した。

③調査結果

「テレビ（録画したものを除く）」に「毎日」接
触する人が5年前より減少（84％→79％）し
た。このとき逆に増加したのが「インターネット」

（27％→38％）と，「録画したテレビ番組」（8％
→16％）であった。
「インターネット動画」を「毎日のように」視

聴する人はまだそれほど多くなかったが，「年
に数日くらい」接触している人まで含めると半
数に達した。さらに，「テレビ番組の動画」に
絞ると，「年に数日くらい」以上見る人は約3割
で，16 ～ 29歳の若年層と男30 代では半数以
上となった。

テレビとインターネット動画の関係性につい
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ての回答結果をみると，「テレビよりインター
ネットの動画のほうが面白いと思う」ことがあ
る人は全体では3割程度だが，20 代以下の若
年層では半数を超えていた。つまり若年層を
中心に，インターネット動画がテレビに勝ると
も劣らない存在になっていく様子が，この時点
でとらえられていたのである。一方で，「見逃
したテレビ番組を動画サイトで見る」ことがあ
る人は全体で2割程度だったが，16 ～ 29歳
では約半数であった。若年層が，放送のタイ
ミングで見逃してしまったテレビ番組をあとか
ら視聴する新たな方法として，インターネット
の動画サイトを活用するようになっていること
がわかったのである。

このように，インターネット動画が，テレビに
とってプラスになっている面とマイナスになって
いる面が同時に浮き彫りになっていたことは
興味深い。

なお，放送が終わったあとのテレビ番組に
触れる機会ということに関連して，録画再生

（タイムシフト）視聴についての回答結果にも言
及しておくと，「じっくり見たい番組は，録画し
てから見る」「リアルタイム（放送と同時）で見
られる番組でも，録画して都合のいい時に見
る」など，たんに放送を見逃した場合の補完
の役割だけではなく，積極的な意図を持って，
あえて録画再生（タイムシフト）視聴する人が，
かなりのボリュームを持って存在していること
がとらえられていた。

質問を新設したSNS（LINE，Twitter，
Facebookなど）の利用頻度では，「毎日のよ
うに」は約3割で，「年に数日」という低頻度の
人まで含めると，SNS 利用者は約4割であっ
た。

テレビとSNSの利用行動について尋ねた問

いでは，「テレビ番組の内容や感想について，
書き込みを読む」ことがある人，「テレビ番組
を話題にして盛り上がる」ことがある人が，そ
れぞれ SNS 利用者の約2割であった。

なお，結果的に「日本人とテレビ」の最後
の回となった2015 年調査では，どうしても
欠かせないメディアとしてテレビを挙げた人
は50％，インターネットは23％であった（20・
30 代ではインターネットが半数前後となり，テ
レビを上回った）。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

そもそも1985 年に始まった「日本人とテレ
ビ」調査は，当時，NHK放送文化研究所が
実施したさまざまな世論調査でとらえられてい
たテレビの位置づけの変化（意識面では1970
～ 80 年代にテレビに「興味がない」人が増え，
量的な面ではそれまで増加の一途をたどって
いた視聴時間が1975 年をピークにほぼ10 年
にわたって漸減傾向が続いた）を受けて企画
された。その変化の実態や原因を解明するた
めに，テレビが人々にどう見られ，どう考えら
れているか，そしてほかのマスメディアと比較
してどう位置づけられているかを把握しようと
したのである。

そして30年にわたる定点観測によって，特
に若年層を中心に，（調査開始当時に存在して
いたほかのマスメディアではなく）インターネッ
トが人々の日常生活に深く入り込んだことで，
テレビが量・意識の両面で「多メディアの中の1
つ」として認識されるようになっていくさまをと
らえてきた。
「日本人とテレビ」調査立ち上げの担当者で

あった牧田は，1985年当時すでに，35年後
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の現在の状況を予見するかのように，こう述べ
ている。

……全体的には，テレビは人びとの中で重
要な位置づけがなされているが，来たるべき
多メディア時代を前にして，あちらこちらで，
テレビがこれまでの「絶対的メディア」から，
新たなる「相対メディア」へと胎動し始めたこ
とを感じさせるのである 4）。

 II.「全国メディア意識世論調査」に向けて

こうした問題意識のバトンを受け取った我々
は，現在の多メディア環境を前提として，まさ
に「相対メディア」となったテレビの位置づけ
を正確に把握したいと考えた。

具体的には，人々が多くのメディアの中か
ら，いかにして「利用するもの（テレビやイン
ターネット）」を選び取っているのか，特にイン
ターネット動画は，テレビ番組と異なるどのよ
うな評価によって人々を引きつけているのかを
知りたいと思っている。

ただしこれは，決してテレビに対する悲観
や自虐から発した動機ではない。むしろテレ
ビの現在を正しくとらえ，未来を考えるために
は，インターネットの普及・浸透によって生ま
れた「テレビの新たな見方」，すなわち，イン
ターネット動画サービスを利用したテレビ番組
視聴や，SNSを駆使したテレビ関連の情報発
信・収集などにも注目しなければならないと思
うのである。

では，そうした目的を達成するためには，新
調査「全国メディア意識世論調査」において，
どのような質問文や選択肢を用意する必要が
あるのだろうか。

調査チームでは，調査票作成に向けた議

論の参考にするために，2020年6月に予備調
査（WEBアンケート）を実施した 5）。今回は特
に，インターネットに関する質問文や選択肢を
考えることが目的であるため，週に2日以上イ
ンターネット動画を視聴している16歳以上の男
女2,400人を対象にした。

①「テレビを見る」の範囲

予備調査では，「テレビを見る」と尋ねた場
合に，調査相手がどの程度の範囲の機器や行
為を想起するのかを確かめた。今や，テレビ
番組をスマホで見たり，インターネット動画を
テレビ画面で見たりするなど，機器とサービス
が入り乱れ，「テレビ受像機で，放送と同時に
テレビ番組を見ること」であるととらえることが
できた1985 年当時とは比べ物にならないほど
に，「テレビ」の意味が広くなったと考えたから
である。

予備調査の結果をみると，まず，「テレビを
見る」に含まれる機器として，ほぼ全員が「テ
レビ画面」を挙げたが，「スマホ」「PC」まで含
める人もそれぞれ2割程度いた。

次に，「テレビを見る」に含まれる行為として，
まずはほとんどの人が，従来の「日本人とテレ
ビ」調査に近い「テレビ画面で，その時間に
テレビ局が放送している番組を見る」を挙げた
が，「テレビ画面で，録画しておいたテレビ局の
番組を見る」ことを含める人も約6割と多かっ
た。つまり，機器や行為の範囲を規定せず
に「テレビを見る」という表現を用いて質問す
ると，「日本人とテレビ」で尋ねていた範囲を
越えて，録画再生（タイムシフト）視聴まで含
めて回答する人が多そうだと確認できたわけで
ある。

また，少数ではあるが，「テレビを見る」行
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為の中に，「PC・スマホで，その時間にテレビ
局が放送している番組を見る」ことや，「PC・
スマホで，一般の人やYouTuber（ユーチュー
バー）が投稿した動画（テレビ番組以外）を見
る」ことまで含めるという人もいた。予備調査
の対象がインターネット動画を週に2日以上視
聴している人であることを考えると，世の中全
体では，こうした行為まで「テレビを見る」に含
める人はまだごく少数ではないかと推測できる
が，今後，「全国メディア意識世論調査」で定
点観測を続けていくことを考えると，今のうち
から，こうした想起範囲の広さも念頭に置かな
ければなるまい。

予備調査の結果をもとに検討し，「全国メ
ディア意識世論調査」では，接触頻度や視聴
ジャンルなどを尋ねる際に，「テレビ（録画再
生・インターネット動画サービスでの視聴は除
く）」「録画したテレビ番組」「テレビ番組を，
インターネット動画サービスで視聴」「テレビ（機
器）」など，どのような行為や機器を指してい
るのかを明確に示すことにした。

②インターネット動画の視聴量の単位

従来の「日本人とテレビ」では，テレビの視
聴量を尋ねる際に「1日あたり●時間」という
単位を用いてきた。「全国メディア意識世論調
査」では，もちろんインターネット動画の視聴
量も尋ねたいわけだが，果たして同じ単位で
回答してもらうことができるのだろうか。この
点についても，予備調査で確かめることにし
た。

というのも，テレビの場合は，自分がふだん，
だいたいどのくらいの長さの番組を何本くらい
視聴しているかということを目安にして計算し
やすいだろうが，数秒単位のコンテンツもある

インターネット動画の場合はそれが難しく，あ
るいは「回数」や「本数」で尋ねたほうが回答
しやすいのではないかと思ったからである。

予備調査では，インターネット動画の視聴頻
度について，「時間」「回数」「本数」の3つの
単位のうち，どれが最も回答しやすいかを尋
ねた。「時間」が約7割で最も多く，「回数」「本
数」が答えやすいという人は少なかった。ひと
まず，テレビ同様に「1日あたり●時間」という
単位で質問することがナンセンスではなさそう
だと確認できた。

ただし，インターネット動画の場合は，その
「時間」に含まれる本数の多さや，動画1本あ
たりの再生時間の短さも考慮する必要がある
と考えさせられる結果も得られた。予備調査
では，どの単位がいちばん答えやすいかを尋
ねる前提として，実際に，「時間」「回数」「本
数」の各単位で，1日あたりのインターネット動
画視聴量を答えてもらった。その結果，「時間」
では，最小選択肢である「1時間未満」が最も
多かった。ところが回数で尋ねると，最小選
択肢の「1回」ではなく，「2 ～ 3回」が多かっ
た。また「本数」で尋ねても，最小選択肢の「1
本」よりも「2 ～ 3 本」のほうが多かったので
ある。

こうしたことから，「全国メディア意識世論
調査」では，インターネット動画についても，
まずはテレビと同じ「時間」という単位で尋ね
ることにしたが，最小選択肢については，従
来の「日本人とテレビ」の「30 分ぐらい」よりも
短い「1 ～ 15 分ぐらい」を設けた。また，分
析では，結果として現れる「1日あたり●時間」
という数字に，どの程度の頻度（回数や本数）
が内包されているのか，注意を払いたいと考え
ている。
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③インターネット動画の視聴動機

人々が，多くのテレビ番組やインターネット動
画の中から，自身が視聴するものをどのように
して選び取っているのかを把握することが「全
国メディア意識世論調査」の大きな目的の1つ
である。

前身の「日本人とテレビ」では，テレビ番組
の選択方法（何を参考にして視聴する番組を
決めるか）として，「新聞のテレビ欄」「情報誌
のテレビ欄」「インターネットのテレビ欄」「EPG

（電子番組ガイド）」「リモコンでチャンネルを替
えながら」「いつも見る番組なので特に選ぶこ
とはない」「家族の選んだ番組」を選択肢に挙
げて，いちばん多いものを選んでもらっていた。
「全国メディア意識世論調査」では，イン

ターネット動画を選ぶ基準がテレビ番組のそれ
とは異なるのか，あるいは共通する点がある
のかを知りたいと考えているが，上記（「日本
人とテレビ」）のようにテレビ番組を前提とした
選択肢だけでは実態をつかみきれないし，イ
ンターネット動画ならではの選択基準も存在す
るのではないかと考えた。

そこで予備調査で，テレビ番組とインターネッ
ト動画それぞれを，積極的に「見よう」と決め
る際に参考にする情報源は何かを，同じ選択
肢で尋ねてみた。

テレビ番組については，従来の「日本人とテ
レビ」の選択肢に近い「テレビや動画サイト内
の番組表・番組一覧」「テレビで放送している
番組の宣伝」を情報源にしている人が多かった
が，インターネット動画ではそれらを選択した
人は少なく，かわりに，「インターネット上で見
る宣伝」「SNSで得られる情報」「インターネット
の記事・ブログ」などが比較的多く挙げられた。

また予備調査では，自身の積極性はないも

のの，結果的（受動的）に「見ることになる」場
合のきっかけとなるのはどんなものかも尋ねた。

なぜなら，2019年に，インターネットでテレ
ビ番組の動画を視聴する20 代に対して行った
WEBアンケートで視聴動機を尋ねたところ，

「インターネットやSNSなどで多くの人が盛り上
がっていたから」「インターネットを見ていたら，
たまたま見つけた」など，インターネット上での
他者からの勧めやコンテンツとの偶発的な出
会いを挙げた人が少なからずおり，こうしたイ
ンターネットならではのきっかけも看過できない
と考えたからである 6）。同アンケートは20 代の
みが対象だったが，40 代である筆者自身も，
インターネット動画サイトで，もともとのお目当
てだった動画を見終えたあとに「関連動画」な
どとして表示されるコンテンツを（それほど熱
心に見たいとも思わぬまま，なんとなく流れで）
視聴することが多く，インターネット動画ならで
はの視聴のきっかけの存在をみずから実感して
おり，これは決して一部の若年層に限った話で
はないのではないかと思うのである。

予備調査の結果，「たまたま目にとまったも
の」「家族，友人，知人との会話（オンライン
も含む）」などは，テレビ番組とインターネット
動画に共通して多かったが，「家族が見ている
から一緒に」はテレビ番組では多いがインター
ネット動画では少なく，逆に「サイト・アプリ
の通知」は，テレビでは少数だったがインター
ネット動画では一定数いるなど，違いもみられ
た。

また，インターネット動画については，コン
テンツレベルでの選択基準も尋ねてみた。「興
味のあるテーマ」「興味のある（好きな）出演者」
など，テレビにも共通しそうな，コンテンツそ
のものに関する選択基準が多く挙げられたが，
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「1本あたりの再生時間」「特定のサービスで見
られるもの（例YouTube，Amazonプライム・
ビデオなど）」がそれぞれ約3割挙げられたほ
か，少数ではあるが，「SNSで流れている画像
で，たまたま関心を引かれたもの」「そのサー
ビスで，おすすめ動画として提示されるもの」

「SNSでフォローしている人が評価していたも
の」「そのサービス内で評価の高いもの（「いい
ね」の数など）」など，コンテンツそのものに関
するものではなく，インターネット上での評判
や他者からの勧め，コンテンツとの偶発的な
出会いなど，インターネットならではの基準を
持つ人もいた。

こうした結果を参考にして検討を重ね，「全
国メディア意識世論調査」では，従来のテレ
ビ番組選択の要素に加え，「SNSで得られる
情報」「サイト・アプリの通知」「インターネット
上で見る宣伝」などの選択肢も列挙して，テレ
ビ番組とインターネット動画それぞれについて，
人々がどのようなものを参考にして，視聴する
ものを選んでいるのかを尋ねることにした。ま
た，そうしたコンテンツ選択の背景に，人々の
どんな価値観が関係しているのかも分析でき
るよう，情報やコミュニケーションについての
意識を尋ねる質問も用意した。

④インターネットでもサービスを提供している

 オールド・メディアの尋ね方

「全国メディア意識世論調査」の調査票作成
に向けて整理しておきたいことの1つに，新聞
や本など，従来の媒体（紙の新聞，紙の本な
ど）だけではなく，インターネット経由（電子
版など）でも接することができるようになった
メディアを，どのように表せばいいのかという
課題がある。

予備調査では「新聞を読む」「雑誌・本を読
む」「ラジオを聴く」「音楽を聴く」「会話をする」
などの行為について，それぞれ含まれると思う
ものが，従来の媒体だけなのか，インターネッ
トを通じて触れる場合も含むのかを尋ねた。

予備調査の相手が，世の中全体のメディア
感覚よりも一歩先を行っているのであろうこと
は承知したうえで結果をみなければならない
が，「音楽」では，CDやカセットテープだけで
なく，インターネット配信やストリーミング再生な
どを含むと考える人が約8割と圧倒的に多かっ
た。「会話」の中にメールやSNSなどでのやり
とりも含める人，「本・雑誌」に電子版で読むこ
とを含める人はそれぞれ約6割，「新聞」に電
子版を含める人，「ラジオ」にインターネットラジ
オを含める人はそれぞれ約 5 割であった。
「全国メディア意識世論調査」では，ニュー

スを見聞きするために利用するサービスを尋ね
る際などには，利用デバイスなどとの関係性を
分析することをあらかじめ想定して「新聞（紙）」

「新聞（電子版）」などのように範囲を明示する
ことにした。一方で，信頼性や詳報性など，
発信元のメディアに起因すると思われることが
らについては，逆に「新聞（電子版を含む）」の
ようにまとめることにした。

⑤インターネット関連の選択肢を

どの程度細分化すべきか

「ニュースを見聞きするとき」という設定で利
用行動や意識を尋ねる場合，インターネット系
メディアの選択肢はどのように用意すべきなの
か。例えば「インターネット」とひとくくりにして
もかまわないのか，あるいは，インターネット
の中でも，サービスによって特性や評価が異な
るので，細分化すべきなのか。
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予備調査では，インターネット上のサービス
をある程度細分化したうえで，そのほかのマス
メディア（テレビや新聞など）も含めて選択肢
として提示し，「ニュースを見聞きできるものだ
と思うもの」（つまり，ニュース・メディアだと認
知しているもの）をいくつでも選んでもらった。

まず，インターネット以外のメディアも含めて
結果を列挙すると，「テレビ」が約9割，「新聞

（紙）」「Yahoo!」「ラジオ」「新聞（電子版）」が
6 ～ 7割程度，「LINE」「テレビ局の公式サイト」

「雑誌（紙）」「Twitter」「身近な人との会話」「雑
誌（電子版）」が3 ～ 4割程度，「Instagram」

「Facebook」が2割程度である。
改めて，懸案であるインターネット関連の項

目に注目すると，最も多い「Yahoo!」から，最
も少ない「Instagram」「Facebook」まで，
ニュース・メディアとしての認知度の幅は非常
に広い。これらをひとからげにして「インター
ネット」として尋ねることはやや乱暴であろう
と考え，「全国メディア意識世論調査」では，
サービス別にある程度細かく切り分けて尋ね
ることにした。

また， この 予 備 調 査 結果 から， ニュー
ス・メディアとしてとらえている人が多そうな

「Yahoo!」が，いったいどんな評価を得ている
のかを知りたいという，分析者としての意欲も
たきつけられた。

同じように，「娯楽（楽しむため）」という
設定では，「YouTube」の存在感が大きかっ
た。例えば，メディア別の効用を尋ねた問い
の中で，「気分転換をするうえで，役に立つも
の」「暇つぶしをするうえで，役に立つもの」と
いう評価においては，「テレビ」と「YouTube」
が拮抗していた。特に16 ～ 29歳の若年層で
は，「気分転換をするうえで，役に立つもの」

としての「YouTube」の評価は，「テレビ」より
も高かった。こうした結果を参考にして，「全
国メディア意識世論調査」の娯楽に関する質
問では，「インターネット動画」とひとくくりにせ
ず，「YouTube」や，利用者の多いインターネッ
ト動画サービス（「Amazonプライム・ビデオ」

「NETFLIX」）を切り分けた選択肢にするこ
とにした。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

本稿で紹介できたのは予備調査結果のごく
一部であるが，調査チームではそのほかの回
答結果も慎重に読み込んだうえで「全国メディ
ア意識世論調査」の調査票を作成した。

主な質問項目は以下のとおりである。

Ⅰ. メディア全体に関する利用実態と意識
• メディア別の利用量（頻度や時間）
• 目的別「役に立つと思うメディア」
• コンテンツ選択のきっかけ
• テレビ／インターネット動画視聴時の

様子（関連するSNS 利用など）
Ⅱ. ニュース視聴時の利用実態と意識
Ⅲ. 娯楽視聴時の利用実態と意識
Ⅳ. 価値観（メディア意識の分析のために）

• コミュニケーション観
• 情報観など　　

「全国メディア意識世論 調査・2020」は，
2020年10月末から12月にかけて実施し（本稿
掲載時点では，すでに調査を終えている），結
果については，本誌での報告を予定している。

（さいとう たかのぶ）
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注：
 1） 牧田徹雄・上村修一（1985）「日本人とテレビ・

1985」『放送研究と調査』1985年8月号P2 ～ 17
 2） 上村修一・居駒千穂・中野佐知子（2000）「日本

人とテレビ・2000 ～テレビ視聴の現在～」『放
送研究と調査』2000年8月号P2 ～ 35

 3） 「日本人とテレビ・2010」は，調査方法を，従
来の個人面接法から，比較的高い有効率が見込
める配付回収法に切り替えた。ただし時系列比
較を目的に，従来と同じ質問文による個人面接
法も並行して実施した。

 4） 1）と同じ
 5） 予備調査（WEBアンケート）は，2020年6月26

日（金）～ 28日（日）に，全国16歳以上の男女
2,400人（調査会社モニター）に対して行った。「週
2日以上インターネット動画を視聴している」こと
を条件に男女別で年層（10歳刻み，10 代は16 ～
19歳）の各層が200人になるよう割りつけた。

 6） 20 代に対するWEBアンケートは，2019年9月28
日（土）～ 30日（月）に，インターネットで月に数
回以上テレビ番組の動画を視聴した関東の20 代
320人に対して行った。結果については，斉藤孝
信（2020）「メディア多様化時代の20 代とテレビ」

（『放送研究と調査』2020年2月号P2 ～ 15）で
紹介している。

〈引用調査一覧〉（いずれもNHK実施）

1985年3月 「日本人とテレビ・1985」
 個人面接法，全国16歳以上3,600人
1990年3月 「日本人とテレビ・1990」
 個人面接法，全国16歳以上3,600人
1995年3月 「日本人とテレビ・1995」
 個人面接法，全国16歳以上3,600人
2000年3月 「日本人とテレビ・2000」
 個人面接法，全国16歳以上5,400人
2005年3月 「日本人とテレビ・2005」
 個人面接法，全国16歳以上3,600人
2010年3月 「日本人とテレビ・2010」
 配付回収法，全国16歳以上3,600人
 個人面接法（時系列比較用）
 全国16歳以上，1,800人
2015年3月 「日本人とテレビ・2015」
 配付回収法，全国16歳以上3,600人


