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 1. はじめに
地上波を含む放送のデジタル化，「放送と

通信の融合」等の進展によって，放送はかつ
てない多様化（多チャンネル化，高機能化な
ど）の局面を迎えている。そしてその一方で，
インターネットや携帯電話などを通じて放送
以外の分野においても「放送」類似型のサー
ビスやビジネスが出現しつつあり，従来型の
放送サービスを特徴づけてきたスキーム（制
度・ビジネスモデル・コンテンツ・送り手 -
受け手関係）は，次第に曖昧化し始めている
ように見える。
各種のメディアやサービスが多様に存在

し，複合的な「メディア環境」を形成しつつあ
る今，従来型の「放送サービス」の占める位置
にはどのような変化がもたらされようとして
いるのだろうか。またテレビと他メディアと
の関係はどのようなものか，すなわち競合的
な関係なのか，それとも補完的な関係なのだ
ろうか。そしてまたテレビの利用目的や利用
形態には何らかの変化が生じるのだろうか。
NHK放送文化研究所では，これらの問題

を検証し，今後の「放送サービス」のあり方，
役割，機能等を考えることを目的とする調査
研究プロジェクトを昨年7月に発足させた1）。

プロジェクトでは現代日本人の情報行動の詳
細を網羅的に把握するための総合調査の実施
を念頭に置きつつ，その準備作業として仮説
構築のための事例研究を実施した。同調査は，
現時点で「先端的」と思われる各種メディア
／サービスのユーザーを対象にしたもので，
当該メディア／サービスの選択理由，利用実
態等を日記式調査，アンケート調査，ヒアリ
ングを通じて把握することを目的としたもの
である。以下では，各種メディア／サービス
ごとにこの調査の分析結果を報告する。

 ２. 調査の概要
調査対象

「先端的」メディア環境にある人々を対象
とするため，今回の調査は①多チャンネル
サービスのユーザー ②デジタル放送受信者 
③インターネット高速接続（ブロードバンド）
契約者という三つの条件を設定し，かつ先端
的メディア／サービスの導入や利用実態に関
わる年齢や世代差を排除するため，被験者の
対象年齢を 30代で統一することとした。
今回は，在京のケーブルテレビ会社2）に協

力を依頼し，契約者から上記①～③の条件
を満たし，世帯主が 30代である約600世帯

デジタル時代の新サービスは
どのように利用されているのか
「先端的メディア環境」導入者の事例研究から

「日本人とメディア」総合調査研究プロジェクト
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にスクリーニング調査を実施して 29人の調
査協力者を得た。またVODサービスについ
ては，別のケーブルテレビ会社3）が行った
VOD試験サービスの参加者468人の中から
30 ～ 40代の 10人に協力していただいた。こ
うして協力を得られた計39人の被験者のう
ち男性は 18人，女性は 21人である。

調査内容

1. 日記式調査（平日，休日，各一日分の
メディア接触状況）
2. アンケート調査（テレビの見方，情報
欲求など）
3. メディア利用実態に関するヒアリング 
 （なお，スクリーニング調査は 2004 年 12
～ 1 月，上記 1 ～ 3 の調査は 2005 年 1
～ 2 月に実施）

 ３.各メディア／サービスごとの結果
本稿では，今回の調査項目のうち，①多チャ

ンネルサービス，②データ放送，③ハイビジョン，
④HDDレコーダー，⑤VODサービス，⑥イ
ンターネット高速接続（ブロードバンド），とい
う6つのメディア／サービスに絞って分析を試
みる。以下，それぞれについて国内における普
及状況，利用状況等を踏まえたうえで，今回の
調査の被験者の導入・非導入状況，導入・非
導入理由，利用・非利用状況を整理・分析し，
今後の研究の方向性，課題等について検討する。

3－1.多チャンネルサービス

① 普及状況

2005年3月に NHK が実施した「日本人と
テレビ調査」によると，自宅のテレビで視

聴可能な民放局数（UHF，衛星放送も含む）
は「10 チャンネル以上」という人が 32% で，
2000年3月（21%）から大きく増加している 4）。
これは，ケーブルテレビやデジタル放送への
加入が進んだためと考えられる。
総務省の『平成17年度版 情報通信白書』に

よれば，2005年度3月末時点での自主放送を
行う許可施設のケーブルテレビの契約数は
1,788万世帯，世帯契約数は 35.9% である 5）。 
放送ジャーナル社の調査によると，2005年
3月末時点で多チャンネルサービスを受信し
ている「ホームターミナル設置世帯数」は 552
万世帯である 6）。
また 2005年6月の時点で，BS デジタル放

送の普及世帯は約938万世帯7），スカイパー
フェクTV! の個人契約数が 336.7万件8），東
経110度 CS デジタル放送が 2005年3月末で
20.2万件9），地上デジタル放送を受信できる
機器の普及台数は，ケーブルテレビも含めて
約503万台に達している 10）。このように人々
がテレビを見る環境は，チャンネル数でみる
限り，明らかに豊かになっている。
視聴者一人あたりのテレビ視聴時間や，チャ

ンネル接触量もチャンネル環境に比例して増
えているのだろうか。NHKが 2002年に四日
市ケーブルテレビの契約者1,600人を対象にし
た調査によると，基本契約者と多チャンネル
契約者のテレビ視聴時間はほぼ変わらない11）。
接触チャンネル数については，一週間のう

ちに 5日以上接触するチャンネルを常用チャ
ンネルとして，これを比べたところ，基本契
約者で平均2.9 チャンネル，多チャンネル契
約者で 3.9 チャンネルであった（図1）。視聴
時間に差がみられないことから，多チャンネ
ル契約者の方が 1チャンネルあたりの視聴時
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間が少ないと考えられる。
それでは多チャンネル契約者は，チャンネ

ル利用の仕方に何か特徴があるのだろうか。
今回われわれがインタビューを行ったケーブ
ル会社の利用者の場合は，デジタル放送受信
用のセットトップボックス（STB）をつける
ことで，基本契約で 37 の専門チャンネル 12）

が視聴可能となる（表1）。加えて BS デジタ
ル放送，地上デジタル放送がそれぞれ 8チャ
ンネル視聴可能である。
これらのチャンネルを調査相手がどのよう

な時に，どのように利用しているのだろう
か，といった問題意識のもと，今回のインタ
ビューの結果を整理していった。

アニメ
カートゥーン ネットワーク
アニマックス
キッズステーション

ニュース

CNN j
日経 CNBC
NNN24
ブルームバーグ テレビジョン
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ドキュメンタリー
ヒストリーチャンネル
ディスカバリーチャンネル

音楽

ミュージック・エア・ネットワーク
MUSIC ON ! TV
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MTV

趣味・その他

囲碁・将棋チャンネル
ショップチャンネル
QVC
Act On TV

スポーツ
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J SPORTS 2
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ザ・ゴルフ・チャンネル
ゴルフネットワーク
G+SPORTS & NEWS

映画
ムービープラス
日本映画専門チャンネル
チャンネルNECO

ドラマ・エンターティ
メント

ファミリー劇場
スーパーチャンネル
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FOX
時代劇専門チャンネル
LaLa TV
アニマルプラネット

図1　週間平均常用局数
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表1　基本契約で視聴可能な専門チャンネル一覧

※NHK「四日市市ケーブルテレビ調査」（2002 .11 実施）より
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② 利用状況 ～事例調査から～

STB によってあらたに視聴可能となった
チャンネルのうち，よく見ているとして挙げ
られたのは，ほとんどが専門チャンネルで，
BS デジタルや地上波デジタルを挙げる人は
少なかった。そこで専門チャンネルの利用状
況に着目して今回の調査相手をみると，関心
の高低により大きく 2つのグループがあり，
利用の程度によってさらに複数に分かれてい
ることがわかった。
☆関心高グループ
1）専門チャンネル中心派
2）専門チャンネル限定利用派
☆関心低グループ
3）地上波プラスアルファ利用派
4）地上波中心つきあい利用派
5）地上波回帰派
以下グループごとにその特徴を記述する。

<専門チャンネル中心派 …29人中7人（男5人，女2人）>
専門チャンネルへの関心が高く，特に平日

のテレビ視聴は，地上波よりも専門チャンネ
ルが中心となっているのがこのグループの特
徴である。1日のテレビ視聴時間は長くない
が，そのほとんどを専門チャンネルにあてて
いる。「専門チャンネル中心派」の共通点と
しては，①特定の分野・ジャンルに強い関心
がある（車，SF，天体観測，自転車競技等），
②コンテンツに関してはクオリティの高いも
のを求める，という 2点が挙げられる。
彼らの専門チャンネル視聴状況に関する主

なヒアリング結果は以下のとおりである。
・コンテンツにはふだん見ることのでき
ないもの，体験できないものを求める

・ディスカバリー，ヒストリー両チャン

ネルは見だすと止まらない。この 2 つ
を見るために契約したようなもの

・スポーツに関しては，サッカーや野球
といったメジャーなものではなく，地
上波ではなかなか見られないもの（例 :
自転車競技，アメフト，カーレースなど）
を中心に視聴している

・情報は人並みに押さえておけばよいの
であまりお金はかけないが，コンテン
ツにはこだわるのでお金をかける

・映画に関しては，専門チャンネルへの
ニーズは意外に少なく，最新のものは
映画館，古いものはDVDで見る

<専門チャンネル限定利用派

 …29 人中 6人（男 3人，女 3人）>

専門チャンネルへの関心は高く，視聴時間
も短くはないが，テレビ視聴の中心はあくま
で地上波。専門チャンネルに関しては，「休
日のみ」，「決まった時間のみ」「決まった番
組のみ」といった条件つきの限定利用をして
いるのがこのグループの共通点である。彼ら
のテレビ視聴状況は以下のとおりである。
・家族の中で見る番組と見る時間が決まっ
ていて，その時だけチャンネルを合わせる
<例 >妻は昼間に「ブルームバーグ」

子どもは夕方に「アニメ」
夫は深夜に「スポーツ」など

・平日はテレビを見る暇がないので，好き  
な専門チャンネルをHDDレコーダー等  
に録画しておき，休日にまとめて見る

・家族で楽しめる映画，アニメを中心に
専門チャンネルで見ている
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<地上波プラスアルファ利用派

 …29 人中 6人（男 4人，女 2人）>

専門チャンネルへの関心が基本的には低
く，いくつかのチャンネルをたまに利用する
ものの，地上波を中心に視聴している。専門
チャンネルは「利用している」と回答してい
るが，日記式調査をみると，具体的なチャン
ネル名の記入がほとんどないのがこのグルー
プの特徴である。
彼らの専門チャンネルの利用状況について

は以下のとおりである。
・専門チャンネルではスポーツをたまに
見ている。内容はモトクロス，アメフ
トなど。野球はシーズンだけ

・ゴルフチャンネル，ゴルフネットワー
クは見ている

・よく見るチャンネルはWOWOWのテ
ニスの試合，LaLaTVの料理番組

・映画が好きなのでスターチャンネルは
見ている

<地上波中心つきあい利用派

 …29 人中 5人（女 5人）>

専門チャンネルに対する関心の程度がさら
に低く，家族につきあって見る程度の見方で
ある。テレビ好きで，ふだんはつけっぱなし
にしている人が多い。ただし視聴内容はほと
んどが地上波の番組で，しかも見た内容をあ
まり覚えていない。子育てで忙しい人もいる。
・夫の強い希望でケーブルテレビに入っ
た。ふだんついているのはゴルフ，サッ
カー，テニス

・自分でチャンネルを選択してオンエア
のものを見ることはない

・夫がいつもゴルフチャンネルを見る

・子どもたちがアニメチャンネルを見て
いる。日曜日は自分も見るが，夫が見
ているのをついでに見る

<地上波回帰派 …29 人中 5人（男 1人，女 4人）>

一度は専門チャンネルに関心を持ち，熱心
に視聴した時期もあったが，今はあまり見な
くなって地上波中心のテレビ視聴に回帰した
人たち。専門チャンネルを見なくなった理由
は人により異なる。
・最初のころは珍しくていろいろ見てい
たが，最近は専門チャンネルを見てい
ない。地上波の番組を見るので精一杯
で，見なくなった

・専門チャンネルは画質が悪いので，よっ
ぽど興味がないと見なくなった

・子育て中なので，じっくりテレビを見
る時間がなくなった

・地上波だけでも用は足りる

 ③ 小括

以上のように，専門チャンネルを見ること
ができるという物理的な条件は同じでも，人
によって関心の程度や利用頻度が大きく異な
る。またテレビを見ることが好きな人でも，
地上波のバラエティやドラマなどの番組の満
足度が高いと，かえって専門チャンネルまで
見ないという実態が，インタビューの結果か
らみえてきた。
人々にとって専門チャンネルの位置づけ

は，今回の結果をみる限りでは，未だ明確な
ものになっていないようである。好みのチャ
ンネルのある人にとっては大変魅力的な環境
であるが，そうではない人にとっては，あく
まで地上波で見たい番組がみつからない時の
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補完的なものと見受けられるからである。

3－2.データ放送

① 普及状況

データ放送とは，文字や図形，画像などを
デジタルデータにして電波として送信する
サービスである。アナログ波によって伝送し
専用の受信端末で受信するデータ放送もある
が，本稿では，デジタル放送で行われている
データ放送に限定して記述する。データ放送
には，ニュースや気象予報，スポーツ情報な
ど，他の番組とは関係せず，データ放送サー
ビスのみで完結する「独立型」の<情報系デー
タ放送 >と，連続ドラマのあらすじや料理
のレシピなど放送されている番組に連動して
行われる「番組連動型」の <番組系データ放
送>がある。
これらのサービスは，BS，CS や地上波で

デジタル放送を受信できる装置を設置した場
合のほか，ケーブルテレビで，デジタル放送
受信用のセットトップボックス（STB）を設
置した場合にも利用できる。
また，これらのデジタル放送では，受信機

に接続された電話回線を利用して，受信者側
からクイズに回答したりリクエストを送った
りすることができる双方向サービスも可能で
ある。
NHKが今年2月に実施した「デジタル放送

認知に関する調査」13）の結果をみると，「地
上デジタル放送」で魅力を感じることとして，
次項で述べる高画質，高音質に続いて，独立
型の情報系データ放送，すなわち「データ放
送で天気予報やニュースなどをいつでも見る
ことができる」ことが 29.0% の人から挙げら
れている。「データ放送で番組関連情報を見

ることができる」（番組系データ放送）につ
いては 12.6%，「双方向機能を使ってクイズ
やアンケートなど番組に直接参加できる」こ
とに対しては，13.1% の人が魅力を感じると
答えるにとどまっていた。

② 利用状況～事例調査から～

今回の事例調査対象29人は，すべてデジ
タル STBによる多チャンネル契約者なので，
地上デジタルおよび BSデジタル放送のデー
タ放送受信が可能な人たちである。したがっ
て，<非導入層 >にあたる人はいない。し
かし，データ放送を利用できる環境にあって
も，「よく利用する」という人は，3分の 1の
10人にとどまり，大半が日常的には利用し
ていなかった。利用していない人は，さらに
利用経験のある人（10人）と，一度も利用し
たことのない人（9人）に分かれた。

<導入利用層…29人中 10 人（男 4人，女 6人）>

データ放送を比較的よく利用していたの
は，事例調査対象者の 3分の 1 にあたる 10
人。そのほとんどが頻繁に利用しているのは
「天気予報」であった（10人中8人）。このほか，
「ニュース」「電車の運行情報」「サッカーの
結果」「大河ドラマのあらすじ」「イチロー情
報」「ゲーム，クイズ」といったものが，そ
れぞれ一人ずつから挙げられた。
利用している人の感想として，
・天気予報は地域でわかるのが便利。天
気チャンネルや天気予報番組より素早
く確認できる

・サッカーの試合結果や，通勤前に電車
の情報など，知りたいときにチェック
できて便利
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などの声が挙がっている。
これらの人たちでは，インターネットで情

報取得する方が簡単で楽だという人もいる一
方で，パソコンを立ち上げずに素早く入手で
きるデータ情報にも気軽さや便利さを感じて
いる様子であった。
クイズなどの双方向サービスについては，

挑戦してはみたものの送信がうまくいかず，
結局インターネットから送信した経験のある
人など，受け手からの送信の回路としてはイ
ンターネットの方が使いやすいと答えた人が
複数いた。

<導入非利用層 a=利用経験あり
…29人中 10 人（男 7人，女 3人）>

データ放送を日常的には利用していない人
のうち，利用したことがあるがその後あま
り利用していないという人たちが 10人いた。
利用しない理由は次のようなものである。
・操作，入力が面倒。反応が遅い
・パソコンのキーボード入力の方が楽で，
速い

・テレビは映像を中心に見たい。必要な
ときはインターネットで調べる

・こんなものか，という程度の情報しか
ない

・記録として残せない。インターネット
なら「お気に入り」に入れたり，プリ
ントアウトしたりできる

このように，非利用の理由としては，機器
の操作性の悪さや内容・機能の不十分さが挙
げられている。今回の調査対象者が，イン
ターネットの高速接続の契約者であり，イン
ターネットを日常的に利用している人が多い
ため，どうしてもインターネットの操作性や

情報内容との比較意識が働くようである。

<導入非利用層 b=利用経験なし
…29人中 9人（男 2人，女 7人）>

残り3分の1にあたる9人は，データ放送を
一度も使ったことがないと答えている。この人
たちの非利用理由は次のようなものであった。
・dボタン（データ放送への切り替えボタン）
の存在を知らない。使ったことがない

・テレビはボーっと見たい
・テレビで情報をとるなど，考えたこと
がない

・調べたいことがあればインターネット
で調べる

そもそも，データ放送の内容や利用方法に
ついての知識や興味がない人が少なからずみ
られたほか，データ放送について若干の知識
は持っていても，日常のテレビ視聴とそれら
の機能を結びつけて考えない人も複数みられ
た。この人たちには，情報源の中心がテレビ，
特に地上波民放テレビだという人が比較的多
く，テレビは受動的に，何も考えずに見るも
のだという認識や視聴習慣の強い人たちとい
えるかもしれない。

③ 機器・サービスへの期待・要望

非利用層，利用層含めて，あれば使いたい
情報として，次のようなものが挙げられた。
・料理のレシピ，節約法や裏技，コスメ・
健康などの放送で紹介されたもののさ
らに詳しい情報

・ショッピングができるサービス
・音声が文字で流れるサービス
・見やすい番組表
・放送している番組に関する情報（ドラ
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マの出演者やあらすじ，スポーツのこ
れまでの映像や選手情報）

・病院の予約や公共施設の利用予約
これらの中には，すでに実現しているもの

もある。それでも要望として挙げられる背景
には，そうしたサービスへの認知不足もあろ
うが，現状では，まだ，これらのサービスが，
望んだときにいつでも提供されるとは限らな
いことや，操作の複雑さへの不満が依然とし
て残っていることを示しているといえよう。

④ 小括

今回の事例調査の対象者が，インターネッ
ト高速接続（ブロードバンド）契約者で，か
つ 30代ということもあり，日常的にインター
ネットの操作・利用に慣れた人たちであった
ことから，データ放送サービスをインター
ネットとの比較で語り，インターネットの方
が使いやすいと答える人が多かった。しか
し，データ放送を使い始めた人の中には，テ
レビから情報取得することの気軽さ，簡便さ
など，そのメリットを感じ始めている人もみ
られた。
データ放送には，情報欲求はあってもイン

ターネットはうまく使いこなせない層に向け
たサービスとして可能性があると言われる。
データ放送に関する機器の操作性の問題や情
報内容へのニーズなどに関しては，情報環境
や年代の異なる層を対象とした調査を積み重
ねる必要があるだろう。

3－3. ハイビジョン

① 普及状況

NHKの「日本人とテレビ」調査14）によると，
「ハイビジョン放送が受信できるテレビ」が

自宅にある人は 10.3% であった。この設問を
始めた1995年には2.1%，2000年には8.4%で，
着実にその数は増えている。
今回の事例調査の対象は，デジタル STB

で多チャンネル契約をしている人たちである
ため，全員がハイビジョン放送の内容そのも
のは受信できる環境にある。しかしハイビ
ジョン画質で見ているかどうかについては，
「高画質，ハイビジョン画質」の定義や認識
に揺れがあり，確認は困難であった。したがっ
て，以下のヒアリング結果の分析では，本人
の申告をもとに分類している。
前項でも紹介したように，NHKの「デジ

タル放送認知に関する調査」15）によると，「地
上デジタル放送」の魅力について「従来のテ
レビより高画質」を挙げる人が 54.2%，「従来
のテレビより高音質」が 32.2% にのぼってお
り，高画質，高音質の魅力は，データ放送を
上回っている。

② 利用状況～事例調査から～

今回の事例調査で，ハイビジョン画質で見
られるテレビを持っている人は，29人中7人
であった。残り 22人のうち，ハイビジョン
画質で見られるテレビを導入したいと思って
いる人は 5人で，今のところ導入する意向の
ない人が 17人であった。

<利用層…29人中 5人（男 1人，女 4人）>

ハイビジョン画質で見られるテレビを持っ
ている人のうち，日常的にハイビジョン放送
をよく見ている人は 5人であった。
利用内容や感想を聞くと，
・2世代住宅の父のリビングにハイビジョ
ン画質のテレビがあり，よく見ている。
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19 時～ 20 時半ごろの間で楽しいものを
やっていれば，家族でハイビジョンを
見るようにしている

・画質のきれいさは，今でも新鮮に感じる
・ニュースは地上デジタル放送に切り替
えて見るようになった

・ハイビジョン放送を優先して番組を選
んでいる。肌の色や歯の色までわかる
のがすごい

など，高い満足を示す人が多かった。

<導入非利用層…29人中 2人（男 1人，女 1人）>

ハイビジョン画質で見られるテレビを購入
したものの，あまり見ていないという人が 2
人いた。
頻繁に見ない理由として
・ハイビジョン番組を見るために，STB
の電源を入れ，テレビの入力を切り替
える必要があるのが面倒。チャンネル
切り替えの反応が遅い。映画を見ると
きは利用する。高音質にも満足してい
る（男性）

・紀行番組などの美しさには感動するが，
なかなか集中してテレビを見る時間が
ない（女性）

という回答で，利用機会・頻度は少ないもの
の，画質や音質には満足している様子である。

<非導入層 a= 導入意向あり
　　　　　　　　　…29人中 5人（男 2人，女 3人）>

まだ持ってはいないが，いずれ欲しいとい
う人の，希望理由は以下のようなものである。
・きれいな画面で見たいが，高価すぎる（多
数）

・ハイビジョンの内容そのものは見られる

のでそれでよいのだが，横長テレビで
はないので，上下が黒くなるのが不満

<非導入層 b= 導入意向なし
…29人中 17 人（男 9人，女 8人）>

導入意向がないという人にその理由をたず
ねると，次のような答えであった。
・ケーブル回線の画質で不満はない
・今のテレビの映像で十分
・画質にこだわるような番組は見ていない
・高画質・高音質にはこだわらない
・画質より，大画面の方に魅力を感じて
いる

非導入層17人のうち，画質に対するこだ
わりや不満はないと言う人が 10人，そのほ
かは，高画質より薄型・大画面への希望の方
が強い人たちであった。

③ 小括

今回の調査をみると，ハイビジョン画質の
テレビを持っていない人たちには，欲しいと
思ってはいるが高価なので様子を見ている
人がいる一方で，そもそも現状の画質・音質
に大きな不満がなく高画質・高音質への期待
があまりない人も一定程度存在することがわ
かった。高画質・高音質への期待はそれほど
強くなくても，薄型テレビや大画面テレビへ
の期待を持つ人は少なくない。現在のテレビ
受信機には，画質，画面の大きさ，機器のス
タイルや表示方式など，非常に多様な選択肢
が用意されている。テレビ受信機というハー
ドの側面だけをみても，そのどの要素を重視
するかによって，きわめて多様な選択の分化
が始まっているといえよう。
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3－ 4. HDDレコーダー

① 普及状況

HDDレコーダーは，ここ 1 ～ 2年の間で
普及が最も急速に拡大しているメディア関連
機器の 1つである。
HDDレコーダーには，放送録画用ハード

ディスクのみのタイプと，DVDプレーヤー
／レコーダーやVHS レコーダー等の機能を
併せ持つ機種とがあり，現在の販売小売価格
も機種によって，またハードディスクの容量
などによって，安いものでは 4万円台，高い
ものでは 20万円以上と幅がある。主な機能
として，EPG（電子番組表），長時間録画（50
時間程度～ 150時間程度），「時差再生」（=
録画しながら巻き戻しや一時停止等もする），
「30秒スキップ」などがある。
日本国内におけるHDDレコーダーの世帯

普及率は，2004年末で 8.6% と 1割に満たな
いが，2006年には 23%，2009年には 44% に
達するという予測もあり（図2）16），今後5年
以内には半数近くの世帯に普及している可能

性がある。世界的に見てもHDDレコーダー
普及のこれほどの急速な拡大が見込まれてい
るのは，日本を除くとアメリカだけである 17）。
米 Forester Research 社によるとアメリカで
は 2005年中に 15%，2009年には 44%と日本
とほぼ同様のスピードで普及が拡大していく
と予測されている 18）。
普及の広がりに伴ってHDDレコーダーの

利用者を対象にした幾つかの調査も実施され
ており，HDDレコーダーが人々の情報行動・
テレビ視聴行動に与える影響や変化の様相が
次第に明らかにされつつある。矢野経済研究
所が今年3 ～ 4月に実施したWeb アンケー
ト調査では，利用者の 1週間当たりのテレビ
視聴時間のうち，リアルタイム視聴の時間は
平均20分減少，逆にHDDレコーダーで録画
した番組を再生視聴する時間が 2時間9分増
加したという結果が報告されている 19）。ま
た野村総研が今年4月に実施した調査によれ
ば，HDDレコーダーの利用者の間で録画番
組再生の際に「30秒スキップ」機能を使った
「CMスキップ」が常態化しており，過半数が

図 2　HDDレコーダーの普及予測（日本）
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80% の CMをスキップしているという 20）。
これらの調査結果が示すように，HDDレ

コーダーの利用者の間では，いわゆる「タイ
ムシフト視聴」と「CMスキップ」がかなり広
範に行われている。こうした視聴行動・習慣
はどのような動機に基づいているのか，また
人々の実際の生活の諸場面で具体的にはどの
ように行われているのか等を中心に，事例研
究の結果を以下で見ていくこととする。

② 利用状況～事例調査から～

<導入利用層…29人中 13 人（男 7人・女 6人）>

調査相手の中でHDDレコーダーを所有し
ている人は 14人，そのうち日常的によく利
用している人は，13人であった。利用実態
についてのインタビュー結果からは，先に挙
げた先行調査でも指摘された「タイムシフト
視聴」や「CMスキップ」の常態化という利用
者の視聴行動を裏付ける回答が数多くあっ
た。主な回答としては以下のようなものが挙
げられる。
・1 時間の番組が 40 ～ 45 分で見られる。
そういう見方が増えた

・CMは毎回飛ばす。バラエティ番組など
は飛ばしながら見ることもある

・平日の番組を録画しておきまとめて週
末に見る。購入後視聴時間が増えた

・あまり見ないかもしれないという番組
もとりあえず録画するようになった

このように調査相手の多くの人達は，購入
後，日常的にHDDレコーダーを利用してい
る人が殆どであった。また，注目すべきこと
に「テレビを見る時間が増えた」「これまで
見なかったジャンルの番組も見るようになっ
た」といった意見もあり，HDDレコーダー

がテレビ視聴に対する積極性や能動性を生み
出している様子も窺わせる。

<導入非利用層…29人中 1人（女 1人）>

HDDレコーダーを導入しているが利用し
ていない人は 29人中1人のみであった。利
用しない理由は，機械操作にあまり強くない
ため，放送の録画等は家族にやってもらって
いるというものであった。導入していても利
用しない人が少ないのは，導入の目的として
「タイムシフト視聴」や「CMスキップ」など
具体的な利用スタイルが明確に意識されてい
るためとも考えられる。

<非導入層 a=導入意向あり
…29人中 8人（男 4人，女 4人）>

現在はHDDレコーダーの所有者ではないも
のの，いずれは購入したいと考えている人の
購入希望の主な理由は次のようなものである。
・VCR（ビデオカセットレコーダー）の
ようにテープが溜まったりすることが
なく便利そう

・テレビを見る時間があまりないので，情
報をコンパクトに収集するには便利そう

・CMを飛ばしたり，番組を早送りしなが
ら見るのに便利そう

導入意向を持つ人では，VCR を普段よく
利用していて，「タイムシフト視聴」なども
行っているという人が多い。そして「タイム
シフト視聴」や「CM飛ばし」等，HDDレコー
ダーの諸機能についての知識があり，それら
の機能のVCRと比較した場合の格段の便利
さに惹かれて購入を希望している人が殆どで
あった。なお，購入希望はあっても現段階で
購入していない点について，価格面の問題を
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理由に挙げた人が 3人いた。これらの人は，
もう少し値段が下がれば購入したいと回答し
ている。また現時点では，HD DVD，ブルー
レイ，DVD-R，DVD-RAMなど，記録媒体
が多様で，方式の基準が統一されるか，有力
なものがどれになるかの決着がつくまでは購
入を控えたいとする人もいた。

<非導入層 b=導入意向なし
…29人中 7人（男 2人，女 5人）>

HDDレコーダーを導入しておらず，また
導入意向がない人達の主な理由を挙げると以
下の通りである。
・VCRを持っているが，VCRでもあまり
番組を録画して視聴することはない

・スポーツ番組中心に見るので，生でない
と意味がない

・VCRを使っているが不都合は感じない
・VCRはレンタルビデオ再生以外にはほ
とんど使わない

このように導入意向のない人では，VCR
の所有者でありながら，VCRを利用した「タ
イムシフト視聴」を行っていないため，HDD
レコーダーについても必要と感じないという
意見が多かった。

③ 小括

今回の利用実態に関するインタビュー調査
から推論され得る幾つかの点をまとめると以
下のようになるだろう。
まず HDDレコーダーの導入／ 非導入に

ついては，「タイムシフト視聴」「CMスキッ
プ」といった行動への動機の有無が大きく影
響している可能性があるという点が挙げられ
る。実際，非導入層でも，VCR等を使って「タ

イムシフト視聴」等を行っている人達の間で
はHDDレコーダーの購入希望者が多く，「タ
イムシフト視聴」を行っていない人達の間で
はHDDレコーダーの購入希望者は少ない。
この点は，先に参照した幾つかの調査機関に
よる先行調査の結果と符合するものでもあ
る。
「タイムシフト視聴」を積極的に行うため

の様々な機能に対する評価が，HDDレコー
ダーの購入動機に繋がっているのではないか
という点も指摘しておきたい。録画予約の簡
便性，高画質・長時間の録画，CMスキップ，
テープ管理や保存が不要，巻き戻し等が不要，
など，今回の調査相手から聞かれたHDDレ
コーダーに対する評価は，その殆どが「タイ
ムシフト視聴」をする際のVCR にはない便
利な機能に関連するものであった。
ただし，「タイムシフト視聴」の動機づけ

は一様ではない。今回の結果から判断する限
り，少なくとも二つの側面に分けられるよう
に思われる。
第一に，「タイムシフト視聴」は，放送時

間や視聴時間といった「時間の制約」からの
解放を意味しており，その意味で HDD レ
コーダーは多くの視聴者にとって「時間効率
化視聴」を可能にする，有効で便利な機器と
して認知されていると言える。この点につい
ては「CMスキップ」や「追っかけ再生」等に
ついても同様であると考えられる。
しかし同時に，「タイムシフト視聴」が視

聴者の能動的な番組選択をより推し進めるも
のであるという可能性も無視できない。「タ
イムシフト視聴」を積極的に行っている人は，
何か他のことをしながらテレビも見るとい
う，いわゆる「ながら視聴」ではなく「見たい
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番組」を探し，特定の番組を見るために録画
をして視聴している。その意味ではHDDレ
コーダーによる「タイムシフト視聴」は，放
送コンテンツの整理・編集等も含めた「選択
視聴」をより積極的に行うことに繋がってい
るとも考えられる。

3－ 5. ビデオ・オン・デマンド（VOD）

① 普及状況

ビデオ・オン・デマンド（VOD）とは，「ブ
ロードバンド回線を利用し，家庭のテレビに
セットトップボックス（STB）を接続するこ
とで，好きなときに好きな映画などを高画質
で視聴できるサービスである」（『平成17年
度版 情報通信白書』）。ブロードバンド回線
によって動画を受信するものとしては，ペイ・
パー・ビュー（PPV）もあるが，このサービ
スは決められた時間の 1回きりの視聴に限ら
れることから，VODとは区別される。
今年3月末現在，家庭用ブロードバンドイ

ンターネット（BB）は 1,951万世帯に普及21），
日本の全世帯の約4割が定額で動画の視聴を
受信できる環境にある中で，平成15年ごろか
らVODサービスを提供する事業者が増加し
ている。上記『情報通信白書』の定義ではパ
ソコンで動画を再生するストリーミングサー
ビスはVODに含めていない。しかし実態と
しては，パソコンで再生する上記サービスと
STBを通してテレビ画面で再生するサービ
スを両方ともVODと受け止める利用者も多
く，またパソコンによる動画配信を有料で提
供する会社はすでに 10数社に上っている 22）。
今回のヒアリングでは，在京のケーブルテ

レビが昨年8月～10月に行ったVOD商用トラ
イアルの参加者約500世帯の中から，世帯主が

30 ～ 40代である世帯に呼びかけ，10世帯10
人に協力を得ることができた。このトライアル
で提供されたのは映画・音楽・スポーツ・TV
ドラマ・ドキュメンタリー・アニメ・カラオケ・
アダルトなど月平均で約1,700タイトル。課金
方式には無料コンテンツ，有料コンテンツ2種
類（コンテンツごとに課金するものと，月ぎめ
で課金するもの）の 3種類のプログラムが用意
されていたが，10人はこのうちのどれかを利
用した人々である。よって全員が「導入層」と
なる。ヒアリング対象者が 10人と少なくまた
全てが導入層であることから，ここでは導入・
非導入と利用・非利用の組み合わせで分析す
るのではなく，導入理由，利用実態，満足・不
満足の3点で利用状況をまとめてみる。

② 利用状況 ～事例調査から～

〈導入理由〉

積極的理由

・映画が好き （4 人）
・人より早く試したい（2人）
・レンタル店より便利そう（1人）
・ほかのVODを試してよかったから
　（1人）
・自分のタイミングでスタートできるか
ら（1人）

消極的理由

・無料だから（3人）

積極的な導入者は，映画が好きな人など映
像コンテンツにこだわりのある人が多く，す
でにレンタルビデオ店を日常的に利用，ほか
のVOD，PPVなどを試した経験のある人も
いた。そうしたものより利点があると期待し
てVODを導入している。
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〈満足した点〉

・自分のタイミングで早送りや巻き戻し
ができる（4人）

・レンタル店に出向くより便利（4人）
・料金が適正（2人）
・コンテンツ内容に魅力（2人）
・リモコン操作性（1人）
・コンテンツ検索性能（1人）

〈不満だった点〉

・コンテンツの提供数が少ない（10人）
・コンテンツの画質・音質が悪い（3人）
・24時間の時間制限がある（3人）
・割高感（3人）
・リモコンの反応の遅さ（2人）
・検索機能が面倒（1人）
・字幕しかない（1人）

導入理由は，レンタルビデオ店や DVD，
PPVとの比較から期待した利点を反映してい
る。満足した点でもっとも多かった「自分の
タイミングで早送りや巻き戻しができる」と
いうのは PPVとの比較である。またレンタ
ルビデオ店にはよく行くものの，「家から遠
く，雨の日や週末は車が渋滞する」「子ども
をつれて出かけるのが面倒」などの理由から，
家にいながらにしてコンテンツが手に入るこ
とは非常に歓迎されていることがわかる。
料金の適正感については評価が分かれたが

24時間と 48時間の 2種類の料金設定となっ
ていたため，「レンタルビデオの旧作なら 7
泊8日なのにそれに比べて高い」という意見
と「家にいながらにしては料金も適正」とい
う評価に 2分されたといえる。
不満としてもっとも多かったのが「視聴でき

るコンテンツの数」である。10人の声としては
コンテンツ内容に「新作が少ないこと」「魅力
のあるコンテンツが少ないこと」があがった。
また映画やビデオが好きな人だからこそ，

家にもサラウンド対応コンポを持っている人
もおり，「5.1 サラウンド対応の作品を期待し
ていたのにほとんどなかった」などの声が聞
かれた。またDVDでは音声が多チャンネル
で，大人は字幕，子どもは吹き替え，など 1
本のソフトでチャンネル選択が可能なのに比
べて，選択肢がないという声もあった。一方
で，普通のレンタルビデオ店では手に入りに
くい「ドイツ映画」や，家族と一緒では借り
にくい「アダルト」などがコンテンツとして
評価されていることから，新作・ヒット作と
ともに，珍しいものや借りにくいものにも需
要があると考えられる。
リモコンの操作性と検索機能については意

見が分かれた。
このトライアルを行ったケーブルテレビ会

社でもトライアル参加者にアンケートを行っ
ている。満足理由の上位2位は「好きなとき
に好きな番組が視聴できるオン・デマンド性」
「早送り・巻き戻し・一時停止等トリックプ
レイの利便性」。不満足理由の上位2位は「番
組の提供数が少ない」「番組の魅力度が低い」
となっていた。
同社ではこの結果を踏まえて今年すでに開

始中の本サービスにおいては，
○番組の提供数を増やす（7月現在約 2,200 
タイトル）
○リモコンの操作性を改善する
○吹き替えコンテンツの提供
○ 1 話 105 円からの低価格コンテンツの
投入などを行っている。
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③ 小括

VODのトライアル参加者は，そもそも映
画をはじめとする映像コンテンツが好きで，
ほかの媒体も積極的に利用している人たちで
あることがうかがえる。したがって，こうし
た人たちの評価に耐える魅力的なコンテンツ
を高画質・高音質で配信することが必要だと
思われる。
今年7月，日本テレビとフジテレビ，続

いてTBS が相次いでネットでの番組の動画
BB配信を発表した 23）。フジテレビジョンは
「フジテレビOn Demand」を開始，また日本
テレビは今年10月から 1本数百円でバラエ
ティー番組などの供給を始めるとしている。
また他の各局も同様のサービスへ向けた動き
を始めている。先のケーブルテレビ会社の担
当者は「VODサービスは著作権処理を終え
てビジネスモデルの確立したハリウッドコン
テンツから，テレビ番組の動画配信に広がる
趨勢にある。競争が激しくなるが間違いなく
今後のキーとなるサービスである」と語って
いる。また，「好きなときに見たい」という
欲求に応えるVODサービスにより「タイム
シフト視聴」が進むと見ている。
ハリウッド映画に代表される，高投資・高

収益・長時間型のコンテンツと，テレビ局発
のコンテンツがどのように，市場を拡大し
あっていくのかはまだ未知数である。またテ
レビ番組制作業界には，こうしたサービスを
前提とした著作権処理問題とともに，クリッ
プ化など動画配信を意識した番組演出の変化
などがおきる可能性もあり，その影響は大き
いものと思われる。

3－ 6. インターネット高速接続（ブロードバンド）

① 普及状況

インターネットとは，通信プロトコルを用
いて全世界のネットワークを相互に接続した
コンピュータ網のこと。元々は軍事用に開発
され，1990年代中頃から一般にも利用され
るようになり，現在のような公衆網としての
ネットワークになった。
日本でも 98年には利用人口率が 1割を

超え，その後も急速に普及している。特に
CATV インターネット・ADSL・FTTH な
どのブロードバンド（BB）の登場で普及は促
進され，2004年末には 62.3% と約3人に 2人
が利用するまでに至った 24） 。
BBインターネットの展開では，2001年頃

からADSL が急伸し，今年3月末で 1,951万
世帯（世帯普及率約4割）が契約するに至って
いる 25）。こうした IT環境の整備が進み，国
民の生活にも変化が生じている。メディア利
用状況では，ネット利用者の 1日当りのイン
ターネット利用時間は，この 5年で 9分から
37分へと 4倍以上に増えているという 26）。生
活時間や行動頻度としては，パソコンや携帯
電話によるメール送受信が増え，固定電話の
利用や手紙・葉書のやりとりが減った。また，
家族や友達との連絡回数が増えた代わりに，
新聞・雑誌・テレビなど既存メディアへの接
触時間や睡眠時間などの減少が報告されてい
る 27）。
こうした IT 環境と国民生活の変化の中，

インターネット・サービス・プロバイダ（ISP）
やキャリア，放送事業者の中には，動画配信
事業を始める社が次々に登場している。例え
ばNTTグループでは，去年から今年にかけ
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て 3社が，FTTHなどの BBインターネット
経由で，VODや多チャンネル・サービスな
どをスタートさせている。また前項でも触れ
たように，民放各局も，映像配信事業を立ち
上げる方向で動いている。
以上のように，インターネット利用者の増

加，BB化，利用実態の変化，事業者の新事
業展開など，状況は大きく動いている。では
利用者のインターネット利用行動は，どんな
動機に基づいているのか，実際の生活の中で
はどう行われているのか，事例研究の結果を
まとめてみる。

② 利用状況 ～事例調査から～

今回の事例調査は，ケーブルインターネッ
ト接続家庭が対象となっているため，BBイ
ンターネット環境でない人は 1人もいない。
導入利用層は 29人中25人と大多数を占め，
導入非利用層は 4人と少数派だった。

<導入利用層…29人中 25 人（男 11 人，女 14 人）>

今回の対象者の利用実態では，ヘビーユー
ザーが少なくないという点がまず大きな特徴
として挙げられる。
・パソコンはつけっぱなし。多い時は半
日ぐらいやっている。ゲームやホーム
ページの検索などが中心

・レシピを知るためにホームページを見
る。台所で料理したり，食事しながら
見られるのはパソコンだけ

・朝起きたらパソコンをつける。家にい
る時は必ずついている。メールチェッ
ク，メールマガジン，金融為替情報，ネッ
トバンキング，暮らし関係など，多方
面で活用している。子育てネットワー

クのメーリングリストにも加入してい
る。掲示板もよく見る。今年になって
ブログを始め，今も 1，2 日おきに更新
している。人のブログも毎日見ている

在宅起床中はずっとパソコンがついている
人が少なくない。接続料金が定額制のBBイ
ンターネットの登場で，常時接続の人が増え
ていることをうかがわせる。そして一旦利用
し始めると，生活上不可欠の道具と感じる人
が少なくないようだ。
テレビとの関係で見ても，パソコン・イン

ターネットの位置づけがかなり大きくなって
いる人が少なくない。自分のニーズに応じて
情報が集められる双方向機能と，情報の豊富
さが大きく影響しているようだ。
・帰宅後，テレビを見ながらインターネッ
トをやっている。テレビはBGMみたい
な位置づけになっている

・テレビを見ながらインターネット。見
るのは，自分の関心分野の料理材料や
食器，器具などのショッピングサイト

・パソコンがあるので，テレビのデータ
放送や双方向機能は必要性を感じない

・動画の視聴は今のところあまりやって
いないが，あったら是非見てみたい

テレビとパソコンを同時に見る，いわゆる
2スクリーン派が少なくない。BB化でパソ
コン・インターネットの反応速度が速くなり，
快適に好きな情報がとれるようになるにつ
れ，一方向のテレビより自分の関心を満たし
てくれるパソコンにより意識を傾けている人
も出てきているようだ。そして一旦パソコン・
インターネットの検索に慣れてしまった人に
とっては，情報が限定されたテレビのデータ
放送や，反応速度が遅い双方向機能にはなか
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なか目が向かないようである。さらに動画配
信サービスが登場すれば，テレビがあるにも
かかわらず，是非利用したいという人もいる。
・ニュースや気象情報は，テレビではな
くネットで検索している。天気予報が
初期画面になるようにカスタマイズも
した

・子育て中に購入癖がついたので，イン
ターネットの通販はよくやっている。
ただしクレジットカードの番号入力は
危ないのでなるべく避け，同じところ
で購入するようにしている

・ネット通販はよく利用している。価格
比較サイトもよく利用する。ネットオー
クションも参加するようになった

・パソコンにカメラをつけ，大阪の実家
とテレビ電話をするようにした。ネッ
トバンクも活用するようになった

BBインターネットの利用者の中には，利
用の幅を広げていく人もいる。情報検索だけ
でなく，通信販売でものを買うようになった
り，ネットオークションに参加したり，テレ
ビ電話の機能を加えたりしている。本人に明
確なニーズがあり，パソコンの操作や設定な
どを克服できる人は，自分用にカスタマイズ
し用途を広げることで，利用時間も徐々に多
くなっているようである。

<導入非利用層…29人中 4人（男 2人，女 2人）>

BB インターネットに契約しながら利用し
ていない人は 29人中4人。しかしその 4人の
うち，パソコン操作が全くできない人はいな
かった。何らかの事情や理由があって，家庭
ではインターネットを利用していないという
ケースが大半だった。

・インターネット利用は仕事の中だけで
十分。帰宅してまでもやりたいと思わ
ない。使うとしても，最低限の情報を
集める時だけに限定している

・子育てで忙しいので，今はほとんど利
用していない

以上のように，実際には全く家庭で利用し
ていないわけではないようだ。一時的に利用
していない，もしくは頻繁には利用していな
いという人々で，必要に迫られたり，状況が
許せば利用するということのようである。

③ 小括

今回の利用実態についてのインタビュー調
査からは以下のような点が見えてきた。
総務省の各種調査は，インターネットの基

盤整備が整うにつれ利用者が増え，BB化で
利用時間が増大し，人々の生活に変化が生ま
れているというものだった。今回の調査対象
は 30代の BB インターネット契約者という
限定された層であるが，こうした人々を見る
限り，総務省調査の傾向は確実に起こってい
ると言える。
テレビ視聴への影響としては，パソコンを

つけっぱなしの人をはじめ，テレビとパソコ
ンの 2スクリーン派が多くなっている。つま
りテレビは“ながら視聴”となり，必ずし
も視聴者の意識の中心に位置していない。ま
た必要な情報を入手する際にも，テレビの
データ放送や双方向機能ではなく，パソコン・
インターネットを利用する人が圧倒的となっ
ている。ここでもテレビは主役にはなってい
ない。さらにパソコン・インターネットの利
用範囲を広げている人も少なくなく，テレビ
よりネットの方が生活上欠かせないと感じて
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いる人も出てきている。
国は BB インターネット・ゼロ地域を

2010年までに解消し，ユビキタス社会28）の
構築を目指している。ネットによる動画配信
事業を始める事業者も増えるなど，ネットに
関わる市場も急速に拡大している。BBイン
ターネット・ユーザーは今後ももっと増える
ことが予想される。こうした状況が進展した
際，ネットのヘビーユーザーが今後も増え続
け，テレビ視聴が相対的に後退し続けるのか，
受動的に情報や娯楽を享受できるがゆえに，
一定以上にテレビの位置づけは低下しないの
か，今後の動向を慎重に見極める必要がある。

 ４. おわりに
以上，①多チャンネルサービス，②データ

放送，③ハイビジョン，④HDDレコーダー，
⑤VODサービス，⑥インターネット高速接
続の順に，今回の調査対象者の導入状況・利
用状況を整理・分析してきた。最後にこれら
の分析結果に見られる幾つかの特徴と，今後
の調査・研究に向けた課題等をまとめておき
たい。

導入・利用の多様な分化

まず第一の特徴として指摘できるのは，上
記①～⑥のような「先端的」なメディア機器・
サービスについて，導入の有無・利用の実
態が非常に多様に分化しているという点であ
る。冒頭に示したように，今回の調査対象者
は，東京近郊のケーブルテレビ・デジタルサー
ビス契約者であり，かつ30代（一部40代含む）
という条件で絞りこみを行った 39人である。
しかし，導入の有無に関して，また導入後の
利用の状況について，この 39人の間に一定

の傾向性のようなものを見出すことは困難で
ある。①～⑥をすべて導入し，かつ積極的に
利用しているという人はおらず，人によって，
また機器やサービスによって，その導入・利
用の実態は今回の 39人の間でも極めて多様
であった。

情報空間の多元化

第二に，今回の事例研究では従来から多メ
ディア・多チャンネル化を巡る議論の中で指
摘されてきたような，人々の情報空間の多元
性・多層性の具体的状況・実態の一端が明ら
かになった。
特にテレビとパソコンのいわゆる 2 スク

リーン状況や，多チャンネルサービス利用者
におけるチャンネルの使い分け，データ放送
の利用実態，またHDDレコーダーの利用者
における「タイムシフト視聴」等，人々が様々
な状況の中で，多様なメディアを多様に使い
分けながら自らの情報空間を形成している実
態が具体的コンテクストに即した形で浮かび
上がってきたと言える。そして今後見込まれ
るデジタルサービスの一層の浸透・普及・機
能分化によって，このような人々の日常生活
の次元における情報空間の多元化がより一層
進行していく可能性を予感させる。
情報空間が多元化すればするほど，メディ

ア接触時間やテレビ視聴時間といった時間量
の計測だけでは，メディア利用行動の詳細
を把握することが困難化する可能性もあり，
その意味では今回のような「デプス・インタ
ビュー」を含めたエスノグラフィー的な手法29）

を併用していく必要があるだろう。
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全体状況の把握と放送の課題

今回の事例研究で注目した「先端的」なメ
ディア機器・サービスの普及率は 10 ～ 40%
程度であるが，とりわけブロードバンドサー
ビスや HDDレコーダー，VODサービス等
は今後ますます普及が拡大していくことが予
想される。今後これらのメディア機器・サー
ビスの普及が現代日本人のメディア利用行動
にどのような影響を与えるのかについては，
より大規模な統計的調査によって検証する必
要があるだろう。
また，情報行動の多様な分化と，それによっ

てもたらされる情報空間の多元化の中で，従
来型の「地上波」放送がどのような役割・機
能を果たし得るかについても考える必要があ
る。そこでは多元化する情報空間の中で個々
人が入手する情報の量・質にどのような変化
が生じ得るか，そして情報格差のような問題
は発生しないか，また公共サービスとしての
放送が今後提供していくべき情報及び情報環
境とはどのようなものか，などの問題が併せ
て問われなければならないであろう。

注
1）同プロジェクトのメンバーは以下の 10 人であ
る（プロジェクト発足時）。

　　 富樫豊，三浦基，横江広幸，原由美子，坂井律
子，鈴木祐司，白石信子，中村美子，菅中雄一郎，
米倉律

2）東京西南部及び神奈川県にサービス展開。ケー
ブルテレビ接続世帯数約 47 万世帯，インター
ネット接続世帯数約 10 万 7,000 人（いずれも
2005 年 4 月現在）

3）関東，関西，九州，札幌の各地区で展開するケー
ブルテレビ事業者（総加入世帯約 190 万）の東
京地区の子会社で，サービスエリアは，杉並区，
練馬区，小金井市など

4）白石信子，原美和子，照井大輔「日本人とテレ
ビ 2005」NHK放送文化研究所『放送研究と調

査』2005 年 8 月号所収
5）総務省『平成 17 年度版 情報通信白書』
6）放送ジャーナル社『月刊放送ジャーナル』7月
号

7）NHK ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.nhk.or.jp/
digital/spread/spread_chijo.html）参照

8）スカイパーフェク TV! プレスリリース（2005
年 7 月 14 日）参照

9）総務省，前掲参照
10）NHKホームページ，前掲参照
11）原由美子，鈴木祐司「地域メディアとしての役

割を高めるケーブルテレビ」『放送研究と調査』
2003 年 8 月号所収，参照
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