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NHK・BSで放送している海外ドラマ枠では
米国や英国，韓国のドラマを取り上げて大きな
反響を呼んできた。また，この枠は「冬のソナ
タ」のように，まったく新しいファン層をひきつけ
て「韓流」と呼ばれるようなジャンルを開拓して
きた。これは地上波放送のように最初から多く
の視聴者を獲得することよりも「目の肥えた」ド
ラマ好きの期待に応える高品質のドラマを提供
しており，それが大きな効果を上げたと言える。
さらに，今後，テレビが多メディア化の中であら
たな顧客層の開拓や，それにむけたマーケティ
ングを求められていくことが予想される中で，海
外ドラマの視聴者ニーズを把握しマーケティング
につなげていくことは，大きな意味を持っている
と考えられる。

今回はBSで放送された「アグリー・ベティ」を
取り上げてインターネット・アンケート調査とオンラ
イン・ディスカッションを実施した。「アグリー・ベ
ティ」は容姿は良くないが，優秀で性格も良い女
の子がファッション誌の編集長秘書となり，ルッ
クスがものを言うファッションの世界で様 な々偏
見に立ち向かいながら，明るく元気に苦難を乗
り越えていくサクセスストーリーのドラマである。
このドラマを選んだ理由は，担当部局に寄せら
れた反響などから「アグリー・ベティ」が従来より
も若い年齢層から注目された可能性があること。
またコロンビアで制作されたテレビドラマシリー
ズをもとにしており，民族問題など米国のドラマ

としては従来にない要素を番組の設定に含んで
いるので，こうした点が，日本でどのように受け
止められているのかを知りたいと考えたからであ
る。調査は2008年7月末にオンライン・ディスカッ
ションを行い，質問の要素を抽出した後，10月
にインターネット・アンケート調査を実施した。ア
ンケートは1,200名規模で20 代から60 代まで
の男女を対象に行った。

 インターネット・アンケート調査
  調査の概要

2007年10月から2008年3月までNHKのBS2
で放送された『アグリー・ベティ』の平均視聴率
は0.5%，2008年9月から2009年2月放送の『ア
グリー・ベティ2』は0.3%である。調査時点まで
のシーズン1，2を通しての平均視聴率は0.5%前
後といったところであった。以下，特別のことわり
書きがない限り『アグリー・ベティ』と『アグリー・
ベティ2』を総称して「アグリー・ベティ」とする。
この平均視聴率はビデオリサーチ社の関東地区
の世帯視聴率（視聴世帯数／総世帯数）である
ため，0.5%という数値は関東地区の1,000世帯
につき5世帯が「アグリー・ベティ」を見たという
ことである。また，通常個人視聴率は世帯視聴
率の半分程度の数値のため，おおよそ関東地区
での「アグリー・ベティ」の個人視聴率は0.25%
前後になることが推定された。1万人に聞いて「ア

視聴者はどこにいるのか
～「アグリー・ベティ」の顧客分析～
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グリー・ベティ」を見ている人が25人，10万人で
250人，40万人で1,000人という計算である。

今回の「アグリー・ベティ」調査は番組の内容
に関する項目が中心となるため，この番組をよく
見ている人を対象にする必要があった。前述の
ような視聴状況のもと十分な数の調査相手が見
つかるかどうか心配したが，33万8,614人に事
前調査を行うことにより，1,232人のサンプルを
確保することができた。

調査の方法はインターネットによるアンケート調
査で，調査相手はインターネット・アンケート調
査会社に登録している人の中から，選定条件に
該当する人を抽出する方法をとった。今回の選
定条件は，34タイトルの海外ドラマをならべ，「ハ
マッた」あるいは「（ほとんど）欠かさず見た」も
のを選んでもらう質問で「アグリー・ベティ」を選
んだ人，である。調査期間は2008年10月22日
から27日，調査対象は全国の16歳から69歳ま
での男女である。調査相手1,232人の内訳は男
248人（10 代～ 40 代 127人，50，60 代 121人），
女984人（10，20 代 244人，30 代 255人，40
代 255人，50，60 代 230人）である。女を男
のほぼ4倍の数にしたのは，後述するオンライン・
ディスカッション実施時の経験から，このドラマ
のファン層が圧倒的に女性に占められていること
による。本調査の依頼数1,430で有効数1,232
を除した回収率は86.2%になる。

  ベティ好きのテレビの見方
通常視聴者はつまらないと思う番組を一度は

見ても，そう何週も続けては見ない。今回調査相
手として選んだ人たちは，「アグリー・ベティ」が好
きな人とみてよいだろう。まず，この「アグリー・ベ
ティ」が好きな人たちのテレビの見方はどういった
ものだろう，というところから分析を始めることに

する。平日1日のテレビ視聴時間で最も多いのは
3時間で，1,232サンプルの中央値（メディアン）も
3時間だが，加重平均を求めると4.0時間になる。

NHKと民放のどちらの番組をふだん多く見て
いるかについては，「ずっと多く」と「どちらかと
いえば」を合計した数値で，NHKの方を多く見
る人が14%，民放を多く見ると答えた人が66%
となっている（図1）。性別による比較ではNHK
が多いのは男で，特に50，60 代が高い数値を
示している。NHK世論調査部が9月に16歳以
上の国民を対象に行った世論調査「デジタル放
送調査2008」では，「NHKのほうだけを見て，
民放はまったく見ない」「NHKのほうをずっと多
く」「どちらかといえば NHKのほうを多く」の3
段階で，NHKと民放のどちらが多いかを聞い
ているが，この3 段階の数値を合計するとNHK
が14%，民放62%で上記結果とほとんど変わら
ない。今調査のサンプルが特にNHKが大好き
な視聴者というわけではなく，テレビ視聴に関し
ては普通の視聴者であると推論できる。

  半数近くが定期的に録画
ふだんよく見るテレビ番組のジャンルを「よく見

る」「ときどき見る」「あまり見ない」「全然見ない」
の4つの選択肢で聞いたところ，「よく見る」の選
択肢が最も多かったのはニュース（71%）で，以
下天気予報，ドラマ，映画，バラエティと続く（図
2）。前述の「デジタル放送調査2008」でもドラマ
はニュース，天気・交通情報に続いて3位であっ
た。男女別にみて男が良く見ているのは政治・経

民放がずっと多いどちらかといえば民放テレビは見ない
NHKと民放，同じくらい見るどちらかといえばNHKNHKがずっと多い

6 8 20 311 35

14% 66%

図1　ＮＨＫと民放のどちらを多く見るか
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済番組，スポーツ中継・スポーツニュース（以下，
スポーツ），歴史番組で，政治・経済番組は年層
による差がないが，スポーツや歴史番組は男10
～ 40代よりも男50，60代の方が高い。女がよ
く見ているのは天気予報，ドラマ，ワイドショー
で，天気予報は年齢が高くなるにつれて見ている
人が増加するが，ドラマやワイドショーは年齢に
関係なく女全般で高い数値を示している。「とき
どき見る」が多いのは，ドキュメンタリーや生活・
実用番組である。常に見るにはドキュメンタリー
は重たいし，生活・実用番組は面白みに欠ける。
しかし，教養や生活のために無いと困る番組と
いった位置づけということなのではないか。

この1年間にテレビの海外ドラマを録画した経
験は，「定期的に録画している」が46%，「定期
的ではないが，録画したことはある」が30%であ
る。半数近くの人が定期的に録画をしており，不
定期も含めると3/4の人が録画をしているわけ
で，やはりこれは「アグリー・ベティ」の大好きな
人たちならではの結果と思われる。定期的に録
画しているのは，年層別にみて女30，40 代が
他の層に比べて高い。

  きっかけは NHK テレビ
「アグリー・ベティ」を見始めたきっかけは，

「NHKテレビでの番組宣伝や予告」が38%で
最も多かった。テレビでの宣伝が効果的だから
コマーシャルを放送するという民放のビジネスモ

デルが成立し，つい最近までは広告を出したい
というクライアントが引きも切らなかったわけだか
ら，テレビでの番宣や予告がトップというのも当
然と言えば当然と言える。NHKにチャンネルを
合わせてくれる視聴者には，これがやはり一番
効果的と思われる。性年層別にみると男50，60
代が特に高く，51%と半数が NHKの番宣が見
るきっかけになったと答えている。2位以降は「た
またまテレビをつけたら放送していた」（25%），「コ
ロンビア版の『ベティ～愛と裏切りの秘書室』1）

を知っていた」（13%），「新聞のテレビ欄，番組
紹介欄」（10%），「NHKのホームページ」（9%）と
なっている（図3）。コロンビア版を知っていたか
ら見始めたという人が13%もいるのは，視聴率
0.5%前後のこの番組を見ている人たちが回答者
だからこその結果であろう。

1，2位はNHKを見ているからこその反応，3
位は特殊事情，4位は新聞側が決める事という
わけで，放送以外でNHKが効果的な広報活
動を行えそうなのは5位の「NHKのホームペー
ジ」である。NHKを見ている人だけでなく，見
ない人たちへの広報活動の入口としても，ホーム
ページは有力な手段になりそうである。もっとも
番組だけでなくNHKのホームページも見ないと
いう人たちには，別の手段を考えないといけない
が。その他，自由記述のなかで多かったのは「宣
伝用に別のDVDに入っていた第一話や広告」

「CATVでの番組紹介」「CSで番組を見たから」

71%

59

50

42

28バラエティ

映画

ドラマ

天気予報

ニュース

バラエティ

映画

ドラマ

天気予報

ニュース

図 2　よく見るテレビ番組のジャンル
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などである。「米国などの海外で見たことがあっ
たから」という回答も複数あった。

  ひとりで見るか一緒に見るか
この「アグリー・ベティ」を見るとき，誰かと一

緒に見るのか，それともひとりで見るのか聞いた
ところ，「ひとりで」が70%で群を抜いて多かっ
た（図4）。「子供や親など家族と一緒に」は15%，

「夫婦二人で」は12%である。結婚している人に
限定して男女別にみると，女では「ひとりで」が

「夫婦二人で」を圧倒的に上回るのに対し，男では
「夫婦二人で」の方が「ひとりで」より多い（図5）。
夫は「妻につきあって見ているうちにこのドラマに
ハマってしまった」，妻は「このドラマくらい静かに
ひとりで見せてよ」，と言っている画像が一瞬浮か
ぶが，これは推論というより想像の領域だろう。

このドラマを見る場合，放送そのものを見る
のか録画で見るのかについては，「主にテレビ放
送」が52%で最も多く，ついで「主に録画」が

24%，「主にDVD」が11%であった。BS2でシー
ズン1の『アグリー・ベティ』が月曜の夜11時か
ら，シーズン2の『アグリー・ベティ2』が火曜
の夜11時から，いずれもプライムタイム後の視
聴好適時間帯とは言いにくい時間に放送され
たが，半数を超える人がオンエアを見ている。

次に，放送ではなく録画やDVDでこのドラマ
を見る場合は，平日と休日のどちらが多いか聞い
たところ，「平日」（39%），「休日」（36%），「平日と
休日半 」々（25%）となった。大まかに言えば1/3
ずつということである。男女別では，休日は男が，
平日は女が多い。ただ女10，20代に限れば休日
が半数を超える。男ならびに女の若年層は有職
者が多いから，休日が多いということなのだろう。
「アグリー・ベティ」を見た後，このドラマを他

人に勧めたり，感想を伝えたりしているかとの質
問に対しては，「家族の中で話題にする」23%，「友
人・知人の中で話題にする」19%，「自分ひとりだ
けで楽しむ」16%となっている。「家族の中で話
題にする」は性年層別にみて平均的にどの年層
でも高いが，女30代だけがやや低くなっている。
家事や子育てに追われて，家族との会話も少な
いということなのか。「友人・知人の中で話題にす
る」は男女とも50，60代が低く，「自分ひとりだけ
で楽しむ」は女10，20代で低い。それぞれ層の
ライフスタイルが表れていて興味深い。

  「アグリー・ベティ」の魅力はテーマ設定
「アグリー・ベティ」の魅力を「テーマ設定が

面白い」「ストーリー展開の速さや意外性が魅力」
「脚本が優れている」「演出が巧みだ」「俳優の演
技が上手い」の5項目に分け，それぞれの項目に
ついて「とてもそう思う」「まあそう思う」「あまりそ
うは思わない」「まったくそうは思わない」「どちら
ともいえない」の5 段階で評価してもらった。「と女男
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図 5　誰と一緒に見ているか（既婚者）

図 4　誰と一緒に見ているか
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てもそう思う」を多い順にならべると，最も多い
のは「テーマ設定が面白い」（44%）で，次いで「ス
トーリー展開の速さや意外性が魅力的」36%，

「俳優の演技が上手い」32%となっている。「演
出が巧みだ」「脚本が優れている」は25%でなら
んでいる（図6）。女は年層による違いがあまりな
いが，男では10 ～ 40 代は「脚本」「演出」が全
体より高く，50，60 代は「テーマ設定」が低い。

次に上記5項目を細分化・具体化して，魅力
として共感できるものを複数選択で選んでもらっ
た。まず「テーマ設定」では，「華やかな業界
とそこに働く人々の泥臭い人間関係のギャップ」

（56%）が最も多く，次いで「企業内の覇権争い
や移民問題など深刻なテーマをコミカルに描いて
いる」51%，「ファッション業界という設定が新鮮」
44%，「家族愛を感じさせる」42%となっている（図
7）。男女別では多くの項目が女で高く，とりわけ
差が大きいのは「ファッション業界という設定が
新鮮」「家族愛を感じさせる」「深刻なテーマをコ
ミカルに描いている」「華やかな業界とそこに働く
人々の泥臭い人間関係のギャップ」などである。

「ファッション業界」は女10 ～ 30代が特に高い。
男が高いのは「米国の現実社会の描き方」と「米
国人の国民性の描き方」だけである。

  めげずに頑張るベティが好き
「ストーリー」では，「めげずに明るく逆境を乗り

越えるストーリー展開」（68%）が最も多く，次い
で「ありきたりのシンデレラストーリーでないところ」
42%，「ストーリーが変化に富んでいる」41%となっ
ている（図8）。この項目でも女が高い傾向は変わ
らず，特に「めげずに明るく逆境を乗り越える…」
は男女で違いがはっきりと表れている。なお，こ
の「めげずに明るく逆境を乗り越えるストーリー展
開」の68%は，具体化して聞いた39の選択肢の
中で最も高い数字であり，「アグリー・ベティ」の
魅力の中心をなすものと考えられる。

「脚本」は共感できる部分が多かったようで，
「個性的な脇役陣」（64%），「主人公の明るく前向
きな姿勢」（63%）がツートップで，以下「主人公
のキャラクターが個性的」「肩がこらずに気楽に
見られる点」の2つが55%，「悪役が憎めない」
42%となっている（図9）。「演出」は「登場人物と
ファッションの組み合わせが楽しい」（58%）が最
も多く，次いで「海外独特のユーモアセンスと文
化が新鮮」「コメディ要素が多いところ」の2つが
55%となっている（図10）。「俳優」に関しては，「主
人公が美人でないところ」（61%）が最も多く，2番
目が「脇役の質の高さ」55%である（図11）。
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自由記述欄に「マンガのこま割りのようなとこ
ろ」という意見があった。これは電話の会話シー
ンなど物理的に離れている二者を1つの画面の
中で別々のボックスに入れて映し出すことを言っ
ているものと思われ るが，「24－TWENTY 
FOUR－」2）以降，米国ドラマでよく使われるよう
になった表現方法である。変わったところでは，

「知人にアグリー・ベティに似ている人がいるから
このドラマに魅力を感じる」という記述もあった。

  好きな日本ドラマ
この「アグリー・ベティ」が好きな視聴者は，

日本のドラマは何がお気に入りなのだろうか。調
査時期に放送されていたものとここ数年で放送
されたもののうち，人気の高いドラマを24本提

示し，面白いと思うものを最大3つ，リストの中
から選んでもらった。最も多かったのは「のだ
めカンタービレ」（24%）で，以下「古畑任三郎」
23%，「篤姫」21%，「ガリレオ」「ハケンの品格」
各19%であった（表1）。男女別に見て女の方が
はるかに高いのは，「のだめカンタービレ」「ハケ
ンの品格」「花より男子」「アンフェア」「ラスト・フ
レンズ」などである。性年層別では，「篤姫」は
男女50，60 代，「ラスト・フレンズ」「木更津キャッ
ツアイ」は女10，20が飛びぬけて高い。提示し
たドラマ以外で多かったのは，「相棒」「ちりとて
ちん」「時効警察」「ROOKIES」「Dr.コトー診療
所」「渡る世間は鬼ばかり」などである。

日本のドラマに期待することで多かったのは，
「登場人物の人物設定」「役者の演技」「深みの
ある世界観や人生観などの描写」の3つが47%
でトップで，以下「ストーリーの意外性」45%，「人
気モデルや芸人，アイドルに頼らないキャスティ
ング」44%，「個性のあるキャラクター」43%となっ
ている。ほとんどの項目で女の方が高く，特に
差があるのは「謎や伏線が巧みに盛り込まれて
いる」「役者の演技」「人気モデルや芸人，アイド
ルに頼らないキャスティング」「オリジナリティの強
い作品」などである。「個性のあるキャラクター」
は女10，20 代で特に高い。

  好きな米国ドラマ
　次に，日本ドラマと同様に 24 本の米国ドラマ
をリストアップして好きな番組を最大 3 つという制

61%

55
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22

22

意外性のあるゲスト

ゲストが豪華

主役の演技力が
すごい

脇役の質の高さ

主人公が美人で
ないところ

図11　俳優の魅力

64%

63

55

42

55
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個性的
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前向きな姿勢

個性的な脇役陣
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55
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50

日本語の吹き替えの
キャスティングが良い

舞台設定や小道具
などがおしゃれ

コメディ要素が多いところ

海外独特のユーモアセンス
と文化が新鮮

登場人物とファッションの
組み合わせが楽しい

図 9　脚本の魅力　

図10　演出の魅力

表1　好きな日本ドラマ （％）
のだめカンタービレ 24 
古畑任三郎 23 
篤姫 21 
ガリレオ 19 ハケンの品格
踊る大捜査線 18 
TRICK 16 
花より男子 13 
ショムニ 12 医龍－Team Medical Dragon －
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限をつけて聞いたところ，「アグリー・ベティ」（47%）
が 1 位で，以下 2 位「ER 緊急救命室」3）（27%），
3 位「デスパレートな妻たち」4）（26%）， 4 位「CSI:
科学捜査班」5）「24 －TWENTY FOUR－」

（19%）， 6 位「Sex and the City」6）（18%）であっ
た（表 2）。「アグリー・ベティ」が大好きな人たち
を対象とする調査なので「アグリー・ベティ」の1
位は当然として，2 位以下には多彩な番組がなら
んでいる。回答者の割合は 8 割が女なのにもか
かわらず，一般的に言って男の好きそうな「CSI:
科学捜査 班」や「24 －TWENTY FOUR－」
が 5 位までに入っている。「アグリー・ベティ」を
好む人は，米国ドラマであればジャンルに関係な
く面白いものは面白いと，とらえているわけである。
男女別にみて男が高いものは「スター・トレック」

「ザ・ホワイトハウス」，女が高いものは「Sex 
and the City」である。年層別では「フルハウス」
は女 10 ～ 40 代が突出して高く，「Sex and the 
City」は女 10 ～ 30 代で高い。また「デスパレー
ト」は男10 ～ 40 代で低く，「ER」は女 10 ～ 40
代で低い。リスト以外の自由回答で人気のあっ
た米国ドラマは，「HEROS/ ヒーローズ」「ボー
ンズ」「グレイズ・アナトミー」「コールドケース」「エ
イリアス」「トゥルー・コーリング」などである。

  魅力を引き出す原点は 1シーズンの長さ
「米国の国内事情がよく分からないから，どのよ

うな舞台設定も違和感がない」など，米国ドラマ
についての意見を12個並べ，そう思うか，そうは

思わないかを聞いた。「そう思う」が最も多かった
のは「米国ドラマは1シーズンが長いから脇役も丹
念に描ける」（72%）であり，次いで「米国ドラマで
は人種の問題がリアルに描かれている」（69%），「米
国ドラマの登場人物の設定は日本ドラマよりしっか
り描かれている」（63%），「米国ドラマは1シーズン
が長いからストーリーに厚みがでる」（62%），「米国
ドラマでは主人公が困難な状況を切り抜ける姿に
共感する」（58%）となっている（図12）。脇役まで
丹念に描けたり，ストーリーに厚みが出たりと，1
シーズンが23 ～ 24話と通常の日本のドラマのほ
ぼ倍の長さが魅力を引き出す原点のようである。

男が女に比べて高いのは，「米国ドラマでは今
の日本人では失われてしまった美徳や奥ゆかしさ
が描かれている」，女が高いのは「米国ドラマで
は人種の問題がリアルに描かれている」である。
性年層別では，「米国の国内事情がよく分からな
いから，どのような舞台設定も違和感がない」は
女10 ～ 30代で高く，「米国ドラマでは美徳や奥
ゆかしさが描かれている」は男10 ～ 40代で高
い。「米国ドラマで誰が悪人だか分からないのは，
役者が上手いからだ」は男50，60で低い。

  魅力はストーリーに尽きる
米国ドラマの魅力はどこにあるのだろうか。10

の項目をあげて米国ドラマの一番面白いと思うポイ
ントを1つ選んでもらったところ，「世界観や人生観
など，ストーリーが魅力的」（33%）が群を抜いて多
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図12　米国ドラマの良い点

表 2　好きな米国ドラマ （％）
アグリー・ベティ 47 
ER 緊急救命室 27 
デスパレートな妻たち 26 
CSI: 科学捜査班
24 －TWENTY FOUR－ 19 

Sex and the City 18 
アリー my Love 14 
フルハウス 13 
名探偵モンク 12 プリズン・ブレイク
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く，次いで「ストーリーの意外性」（14%），「ストーリー
の展開の速さ」（13%），「謎や伏線が巧みに盛り込
まれている」（12%），「登場人物の人物設定」（11%）
であった（図13）。米国ドラマの魅力はやはり“ストー
リー”に尽きるという結果である。一番多い「世界
観や人生観など，ストーリーが魅力的」はどの年層
でも平均的に支持が高いが，男50，60代だけは
低い。逆にこの層が他の層に比べて高いのは「謎
や伏線が巧みに盛り込まれている」である。

この10の項目を日本のドラマと比べた場合，そ
れぞれどう評価しているのかを，「はるかに米国
の方が良い」「米国の方が良い」「日本の方が良
い」「はるかに日本の方が良い」の尺度で聞いた。

「はるかに米国の方が良い」の多い順に並べる
と，「世界観や人生観など，ストーリーが魅力的」

（33%），「ストーリーの意外性」（31%），「謎や伏
線が巧みに盛り込まれている」（29%），「緊張感
がある」（29%），「ストーリーの展開の速さ」（28%）
となる（図14）。前述の面白いポイントとほとんど
同じ並びだが，唯一の違いは1つだけ選ぶケース
では下位にあった「緊張感がある」が，日本との
比較では3位に入っている点である。同様に，面
白いポイントを1つだけ選択する設問では1桁の
パーセントだった他の項目も，項目ごとに日本との
比較を聞いている質問では「はるかに米国の方
が良い」がすべて20%を超えている。「アグリー・

ベティ」が好きな人たちなので，もともと米国ドラ
マ好きなのだろうが，どの項目をとっても米国ドラ
マの方が良い，という思いがはっきり出ている。

  視聴者の獲得めざして DVD との連携を
海外ドラマの情報を集めるのに役立ってい

る装置や手段について，複数回答で聞いたとこ
ろ，最も多かったのはやはり「テレビの番組宣
伝」（59%）だった。次いで「インターネットのホー
ムページ」（38%），「CATVの番組宣伝」（29%），

「テレビの番組」「友人，知人の話」（24%），「レ
ンタルDVD店のフリーペーパー」（23%）となって
いる（図15）。「アグリー・ベティ」を見始めたきっ
かけでも「NHKのホームページ」が上位に上がっ
ていたが，ここでも「インターネットのホームペー
ジ」が2位にあり，インターネット全盛のこの時
代，ホームページを通じての宣伝活動が“必須
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図14　はるかに米国ドラマがよい項目

図13　米国ドラマの一番面白いポイント
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図15　海外ドラマの情報収集役立つ手段
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アイテム”であることを再認識させられる結果で
ある。「レンタルDVD店のフリーペーパー」が重
要な情報源となっていることも見逃せない。放
送だけでなく，その後のDVD展開も含めたトー
タルな戦略が視聴者の拡大に結びつく，という
方向性を示している。商売という観点ではなく，
番組の広報および視聴者数の拡大という観点か
ら，レンタルDVD店との連携は今後考えていく
必要があると思われる。また，すべての番組と
いうわけにはいかなくてもこれと思う番組につい
ては，関連団体の協力を得ながら，放送だけで
はなくDVD販売までを視野に入れた放送計画
へ向け一歩踏み出す必要があるのではないか。

男女別に見ると，「CATVの番組宣伝」「友人，
知人の話」は女の方が男に比べて高い。性年層別
では，「新聞」は男50，60代が高く，「無料動画サ
イト」「家族の話」は女10，20代が高い。「レンタル
DVD店のフリーペーパー」は女10 ～ 30代，「DVD
に入っている予告編」は女10 ～ 40代で高い。レ
ンタルDVD店と聞くと男の利用者の方が多いよう
に想像するが，結果は逆である。男が多いという
のが筆者の単なる思い込みなのか，それとも「アグ
リー・ベティ」が大好きな人だけを集めて調査した
からなのか，なんとも判断の付きかねる結果である。

海外ドラマを見ているチャンネルや装置を複
数回答で聞いたところ，最も多いのは「NHKの
テレビ放送」（57%）で，以下「NHKの衛星放
送」（53%），「民放のテレビ放送」（41%），「レン
タルDVD」（33%），「CATV」（29%）となっている
（図16）。海外ドラマに限れば，レンタルDVDは
CATVより多少有力なメディアということになる。
性年層別では「NHKのテレビ放送」は男50，60
代が高く，「NHKの衛星放送」は男50，60代と
女40 ～ 60代で高い。「レンタルDVD」が高いの
は女10，20代であった。

  DVD，ネットの利用状況
これまでの調査結果で何かと影響力のありそ

うなDVDの利用状況はどうなっているのだろう
か。この1年間に海外ドラマのDVD（ビデオ）を
レンタルした枚数で最も多かったのは「10 ～19
枚」（11%）で，次いで「1～4枚」「5 ～ 9枚」「50
枚以上」が各9%である。レンタルした人の分布
は「10 ～19枚」に一度ピークがあり，その後減
少して最大の「50枚以上」で2度目のピークが来
る形である（図17）。最も枚数の多い「50枚以上」
が2位に入っているため，655人のレンタルした
人たちだけの加重平均をとると22枚になる。女
10，20代はレンタル枚数1～ 50枚のほとんどの
選択肢で他の層より高くなっており，従って枚数
にかかわらずこの1年間にレンタルした人の割合
は，全体では53%であるのに対し女10，20代
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9 99%
11

8

5

2

50枚以上40～49枚30～39枚20～29枚10～19枚5～9枚1～4枚

図16　海外ドラマを見ているチャンネルや装置

図17　ＤＶＤ（海外ドラマ）のレンタル枚数
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は68%にのぼる。この層がレンタルDVDを最も
利用しているわけである。

この1年間にレンタルではなく購入した海外ド
ラマのDVD（ビデオ）の金額は，「20,000円以上」
が6%で最も多く，次いで「1,000円以上5,000
円未満」5%となっている（図18）。この1年間に
購入しなかった人は28%，今までに購入したこ
とのない人が45%である。購入した人の分布も
ピークの高さは低いがレンタルと同様に2つの山
があるため，購入した人たちだけに限定して加
重平均をとると，最も多いカテゴリー「20,000円
以上」に引っ張られて10,250円となる。レンタル
では全体の半数以上がこの1年間に借りていた
が，購入した人は全体の1/4以下になってしまう。
逆に考えればレンタルという業態が成功を収め
ているとも言える。「20,000円以上」では男10 ～
40 代が他の層より高くなっている。

次はDVDではなくインターネットでの海外ドラ
マの有料視聴について，見たことがあるかどう
か，見たことがある場合はDVDをレンタルせず
にインターネットを利用した理由を複数回答で聞
いた。インターネットで見たことがない人は83%
なので，見たことがある人は残りの17%である。
インターネットで見た理由で多いのは，「店に借り
に行ったり，返しに行く手間がかからない」「パソ
コンで簡単に見られる」「利用手続きが簡単」「利
用料金が安い」などである。「利用料金が安い」

「店に行く手間がかからない」「パソコンで見られ
る」は男10 ～ 40 代で高くなっている。

インターネットで見たことがない人たちは，利
用しなかった主な理由として「料金が高い」「利
用手続きがめんどう」「支払い方法が不安」「イン
ターネットの有料サービスを知らなかった」「テレ
ビで見ることができない」などをあげている。見
たことがない人の率は女の方が高い。性年層別

では，「料金が高い」は男10 ～ 40 代で高く，「利
用手続きがめんどう」「支払い方法が不安」は女
10，20 代で高い。

 オンライン・ディスカッション
  調査の概要

オンライン・ディスカッションはネットアンケート
調査に先立って，「アグリー・ベティ」ファンの実
態を探るために実施した。

調査対象はインターネット・アンケート登録者の
中から「アグリー・ベティ」を全編もしくはほとんど
見ている人で，16歳から69歳までの男女，首都
圏に居住していることを条件に募った。希望者の
中から「海外ドラマ視聴経験が豊富」「表現能力」

「年齢」を考慮し21名を選び出した。ディスカッショ
ンは性別，年齢別にグループを分け，女性1G・6
名，女性2G・7名，女性3G・7名，男性1G・6名
で7月30日から8月1日までの3日間実施した。

女性は年齢層別に1から3グループに次第に
年齢が高くなるようにグループ分けをした。女性
1グループが年齢構成はもっとも若く，10代2名，
20代4名の6名。女性2グループは20代5名，
30代2名の7名。女性3グループは30代1名，
40代5名，50代1名で構成した。男性は20代1
名，30代2名，40代2名，50代1名の6名の1
グループで実施した。

まず各グループに「アグリー・ベティ」を見は
じめたきっかけをたずねた。これについては，
どのグループもほぼ同じで「BS放送での広報・
告知を見て」というものが多数を占めている。ま
た｢アグリー・ベティ｣場合は，すでにCS放送
でコロンビアで制作された原作というべき「ベ
ティ・愛と裏切りの秘書室」が放送されており，
その米国版がはじまることを知って見はじめた人
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もかなりいる。このほかの情報源としてはスカ
パー ! やWOWOWの情報誌をあげる人，男性
の場合は妻が見ていたという人も多い。そのほ
かの有力な情報源としてはインターネットがあげ
られる。ホームページで情報を知って友人たち
と情報交換している人が多い。また，その手段
としては「SNS」や「ブログ」などがあげられた。

  ドラマの中で人が死ぬ！
女性の第1グループは10代2名と20代が4

名。今回のディスカッションではもっとも若いグ
ループである。このグループのディスカッション
は「人が死ぬ」という話題で一気に盛り上がっ
た。20代女性が「米国のドラマってバッサバッサ
人が死んでいきますよね」と発言。すぐ別の20代
女性から「結構重要な人物が死んだりしてショッ
クですよ。日本のドラマ，甘いですよ。くっつくの
だって1話目からわかるんだもの。米国のドラマ
はいろいろとくっついたりわかれたりするでしょ」と
分析が展開された。さらに「ストーリーの意外な
展開」「登場人物の正体っていうのも，だんだん
とわかる仕組みになっている」（いずれも20代女
性），「登場人物も個性が強い。その個性が複雑
なストーリー展開の力になっている」（10代女性）
と「アグリー・ベティ」の脚本が高く評価されてい
る。その一方で日本のドラマに対する不満が聞
かれた。「アグリー・ベティの場合は登場人物ひと
りひとりが謎を持っていて，それがストーリー展開
の鍵になっていく。日本のドラマはストレートすぎ
てあらかじめ展開の予測がついてしまう」（10代
女性），「米国のドラマは現実離れしているのに，
日本のドラマよりも共感できる」（20代女性）。

このように「アグリー・ベティ」については，ま
ず脚本がすぐれているという声が多数をしめる。
さらに脚本のどこがすぐれているかという点につ

いては「予想外の展開」があげられている。登
場人物の人物像がきっちり描かれていて，それ
が複雑なストーリー展開を可能にしているという。
同時に人物像が細部まで描かれているので，そ
の行動やストーリー展開が「現実離れして」いて
もじゅうぶんに納得できて「共感」できるドラマ
を作り出しているとしている。

このことは登場する俳優についても「俳優の
存在感がある」と見られていて，「それに対して日
本のドラマは視聴率を取れる人がでている」とい
う批判につながっていた。

こうしたディスカッションをふまえて20代女性が
「アグリー・ベティ」の作り方について「突拍子の
無いことが起ったときに，その奥にある事実がど
うなっているのかと言うことからストーリーが展開
していく。日本だったら反対で，何か起きたときに
すぐ受け止めてしまう。誰かの突拍子もない行動
をみんなが受け止めて，めでたしめでたしみたい
になっている。わかり合えて良かったみたいなこ
とが最大のテーマになっている気がする。これで
は日常はサスペンスにならない」という意見を述べ
て参加者の共感をよんだ。

総じて第1グループは「アグリー・ベティ」の脚
本がすぐれているとして日本のドラマに対する不
満が大きかったと言える。

  ドラマ通の世代
女性第2グループは第1グループに比べてや

や年齢層が高く，そのためか「ドラマ通」が多
いという印象を受けた。

このグループでは俳優に対する評価が聞かれ
た。とくに主人公のアメリカ・フェレーラが好評で
ある。彼女の容姿とかファッションが「ダサい」
のだが，頑張って生きているという姿を素直に評
価する声が多かった。アメリカ・フェレーラについ
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ては「歯列矯正具とメガネをとればじゅうぶん美
人なのではないか，ありえないファッションをして
いる」という声もあった。また，これらの小道具を，
いつ脱ぎ捨てて大変身するのかという興味も
あったようだ。結局，このドラマでは「プラダを
着た悪魔」7）のように大変身を遂げることはな
かったが，最後まで「変わらない」というところに
共感した人が多い。こうしたディスカッションの中
でかいま見える反応に，「仕事一本で勝負するド
ラマは日本のドラマには無い」（20代女性）という
発言に見られるように仕事を重要な要素としてい
ることに対する共感が読み取れた。とはいっても

「ダサさ」は舞台設定の華やかさがあって生きて
いるわけで，ドラマの中で見られるファッション
が楽しいというのが前提になっている。

近年の日本のドラマの傾向について「漫画の
原作は安易だ」という不満が聞かれた。漫画が
原作になっていると「最初からストーリーがわかっ
て」しまっている。そのうえ「原作のマンガを省
略している部分が多い」から「原作よりもつまら
ない」（20 代女性）という。その中で「のだめカン
タービレ」はマンガのテイストを表現しているとい
う高い評価になっている。

このグループではファッション業界という舞台
設定，さらに「仕事」にこだわった作り方が高い
評価を得ていた。その上でアメリカ・フェレーラ
の徹底した｢ダサい演技｣への共感があったと
言える。気になったのは日本のドラマについて「ス
ケール感が無い」「小さい」という評価がかいま見
られたことである。「アグリー・ベティ」のように「仕
事」の場を舞台として設定しても日本のドラマは
スケール感が小さいという。

  海外ドラママニア
女性第3グループは40 代（5名）を中心に30

代と50 代1名ずつという比較的年齢の高い層で
構成されたグループである。

さすがに，この層になるとNHK・BSの海外
ドラマ枠を昔から見ていたという人が多い。ま
た友だちと鑑賞会を催しているというように仲
間作りも盛んである。CSで放送されたコロン
ビア版「ベティ・愛と裏切りの秘書室」の話題
が盛り上がった。そのほかにも音楽やメキシコ
料理についてはば広い会話が交わされ，脚本
家ストの影響で第2シーズンに影響が出るので
はないかなどといった，踏み込んだ話題が多く
出た。

このグループでも「アグリー・ベティ」について
は，ファッション業界を舞台にした設定について

「興味深い」という点から高い評価をされている。
それだけでなくメキシコからの不法移民といった
主人公の家族が持つ背景についても「深みのあ
る設定」がされているという発言が複数の参加
者から出された。第1グループと同じく脚本につ
いての評価は高いが，とくに第3グループではオ
リジナル性について高い関心が集まった。

日本のドラマとの比較についてであるが，第2
グループと同様に日本のドラマが「マンガを原
作にしている」などの安易さを指摘する声も出
た。ただし，日本のドラマが「駄目」なのでは
なく，あくまで「最近のドラマは安易である」と
いう指摘だ。これはかつての日本のテレビドラ
マにはすぐれた脚本，すぐれた演技，すぐれた
演出が存在したという認識をベースにしている。
また，NHKのドラマについても高い評価が与え
られている。とくに「ハゲタカ」8）「監査法人」9）

などに対して高い評価がうかがえた。また「篤
姫」も高い評価を得ている。このあたりに現在
の日本のドラマに対する目の肥えた視聴者の意
向がうかがえそうだ。
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  男性の見方
今回参加した男性は6人。20 代が1名，30

代と40 代が2名ずつ。50 代が1名。いずれも
熱心なファンで海外ドラマは欠かさず見ていると
いう。最初にはまったきっかけは様々で50 代男
性は「スタートレック（TNG）」10）からはまったとい
う。30 代男性は「ER」からなどである。

男性の視聴者をドラマに引きつける要因はス
トーリーにしぼられる。とくに男性が注目するの
はサブストーリーである。「ベティ」では企業内の
覇権争い，移民問題，不倫，殺人などダークな
テーマが取り上げられている。こうした深刻な題
材を乾いた筆致で描くのが米国のドラマの特長
である。それについて30代男性が「米国の複雑
な社会関係を風土の全く異なる日本で見ているか
ら面白いのではないか」というと，40代男性は「日
本だったら，救いようの無いドラマになるなあ」と
感想を述べた。もうひとりの40代男性は「日々 の
暮らしでは本音と建て前を使い分けているけれ
ども，このドラマを見てすかっとした気分になれ
た」と語った。これは「すかっとした気分」で日々
の本音と建て前の使い分けを解消させられる
だけの演出力が米国のドラマにはあるとも言える。
ただし，こうした要素が日本のドラマに全く無い
わけではない。30代男性は「この物語は，篤姫
と似ているんじゃないかと思う」。つまりベティの
置かれた状況は「篤姫」によく似ている。将軍に
対する篤姫の位置というのは人種や容姿で不利
なベティが能力や識見で欠かせない存在になっ
ていくという意味では同じだろうというのだ。こう
した見方をするとドラマにおける登場人物の関係
は日本でも似通ってきていると言える。とくに女
性を主人公にした場合，篤姫と将軍のようなくっ
きりしたキャラクター性が求められているようだ。

女性のディスカッションでも話題になった日米

のドラマ比較だが，日本のドラマについてはドラ
マ性がくっきりしているものと俳優を中心にした
完成度の低いものに分かれるのではないかとい
う議論になった。それに対し「アグリー・ベティ」
はキャラクター性を重視し，複雑な人間関係を
ベースにしたドラマであるといえる。ディスカッ
ションを通じて男性グループは女性の年齢の高
いグループと同じような議論になった。

  世代間の断絶
女性3グループのディスカッションからうけた印

象では，女性の場合は明らかに20代と40代以
上の世代でドラマに対する期待感が違う。これは
以前の日本のドラマを知っている層と，そうでな
い層の間に断絶があるということではないかと思
われる。若い層では日本のドラマは米国のドラマ
に比べて役者の起用や脚本が安易だと見られて
いる。しかし，過去にすぐれた日本のテレビドラ
マを見ている世代では日本のドラマの元気がなく
なってきていると受け取られている。彼女たちか
ら見ると，自分たちが青春時代を送った1980年
代はテレビドラマについて言えば元気があっては
つらつとしていたという印象が強いようだ。年齢の
高い層は「目が肥えている」という印象がある。こ
うした「目の肥えたドラマ好き」が制作者側にとっ
ても財産であるとするなら，この層が期待するよう
なドラマ経験を若い世代に伝えるようなアプロー
チが求められていると言えるのではないだろうか。

「今ではエンディング曲を着メロにしています。
ズバリおもしろさは今までにない設定が多かった
ことと，主人公ベティの明るさ，真面目さ，素直
さだと思います」という発言がオンライン・ディス
カッションの中にあった。日本でのエンディング
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曲である「Suddenly I See」は，もともと映画「プ
ラダを着た悪魔」に使われたもので，パンチの利
いた楽曲である。音楽は時として映像以上に状
況や情感を視聴者に伝える力を持つ。「ビバリー
ヒルズ高校白書」「ビバリーヒルズ青春白書」の
後継作品を意図して作られた「the OC」11）シーズ
ン1の最後で，主人公ライアンがやむなく生まれ
育ったスラム街チノに帰って行く時に流れていた
のは「ハレルヤ」である。幸運に恵まれ，それな
りに波乱万丈の出来事はあるにせよ，高級住宅
街で送っていた豊かで恵まれた生活を捨てなけ
ればならない主人公の無念，家に引き取りわが
子同様に生活の面倒をみてきた後見人である弁
護士一家の喪失感など，それぞれの“傷心”を「ハ
レルヤ」は的確に伝えていた。

同様にこのドラマでケイティー・タンストールが
歌う「Suddenly I See」は，不細工でも，家が
貧しくても自分の才能を信じて頑張るベティの積
極的な生き方を表現するのにぴったりの曲であ
る。具体的な「アグリー・ベティ」の魅力で前述
したように，このドラマの魅力として最も支持を
集めたのは，「めげずに明るく逆境を乗り越える
ストーリー展開」である。このエンディング曲とと
もにドラマ「アグリー・ベティ」は「めげずに明る
く逆境を乗り越える」気持ちをインスパイアーし，
自分の才能を信じ，より良い明日を目指して頑張
る活力を視聴者に与えていると思う。

両調査を通して見えてきたのは，若い女性層
および年配のドラマに目の肥えた層に，このド
ラマが受け入れられる可能性である。若者の
NHK離れが言われだして久しいが，上記のよう
な視聴者層をNHKの熱心な視聴者として取り込
めるのであれば，自社制作にこだわらず，この「ア
グリー・ベティ」を積極的に利用すべきだと思う。

そして，広報の力点はホームページとレンタル

DVDである。ホームページに特徴を持たせ，レン
タルDVD店との連携を強化するなどの，今までと
は一味違ったやり方を考える必要があるのではな
いか。DVDで一定の成果が上がれば，それがイ
ンターネットによる動画配信サービスへと結びつき，
そしてテレビ視聴者の拡大へと帰ってくるという，
好ましい循環をぜひとも期待したいところである。

（みうら もとい / こばやし けんいち）

注：
1）成績は優秀だが容姿はよくないファッション会社

の社長秘書ベティが，ガッツと努力で難局を乗り
越えていく。2004 年 11 月からスーパーチャンネ
ルで放送。

2）捜査官ジャック・バウアーがテロリストと戦うサス
ペンスアクション。物語がリアルタイムで進行し，
1 話 1 時間で全 24 話で完結する。2004 年 4 月
からフジテレビで放送。

3）総合病院の救急救命室での出来事をリアルに描
く。多忙な医療現場，医療ミスと訴訟など，テー
マは医療を中心に広範囲に及ぶ。1996 年 12 月
から NHK 衛星第二で放送。

4）郊外のウィステリア通りに住む 4 人の女性の物語。
抱える悩みやトラブルをある時はミステリータッ
チ，ある時はコメディ風に描く。2005 年 9 月から
NHK 衛星第二で放送。

5）最新科学を駆使して難事件を解決していくラスベ
ガス市警の鑑識班の物語。2005 年 1 月からテレ
ビ東京で放送。

6）ニューヨークに住む 30 代独身女性 4 人のセック
スライフを大胆かつコミカルに描く。2008 年 7
月からテレビ東京で放送。

7）ジャーナリスト志望の主人公がファッション雑誌
の横暴な編集長の下で，前向きに頑張る姿を描
く映画。2006 年 6 月に全米で公開され大ヒット
する。日本公開は同年 11 月。

8）「ハゲタカ」という異名を持つ米系ファンドマ
ネージャーが，日本企業を次々と買収していく。
2007 年 2 月から NHK 総合で放送。

9）主人公の公認会計士が，不正を一切許さないと
する意見と，多少の粉飾は見逃そうという意見が
対立する監査法人の中で，悩み苦しむ姿を描く。
2008 年 6 月から NHK 総合で放送。

10）カーク船長の宇宙船がアメリカ西部を開拓する
幌馬車隊のように様々な生命体との遭遇を繰り
返しながら宇宙探検を進めていく。1969 年 4 月
から日本テレビで放送。

11） 窃盗容疑で逮捕された不良少年ライアンが，高級
住宅地オレンジ・カウンティに住む弁護士に引き取
られ，過去を引きずりながらも新しい生活を始める。
2006 年 7月から Super! Drama TV で放送。
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Q1　あなたのテレビ視聴状況についてお伺いいたします。あなたは，
休日を除くふだんの日に，1日にテレビを何時間ぐらいご覧になっ
ていますか。次の中から1つお答えください。※ワンセグによる視
聴は含め，ビデオや DVD，テレビゲームは除いてお答えください。

 1. 1 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.6  ％
 2. 2 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.9  
 3. 3 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.5  
 4. 4 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.2  
 5. 5 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.8  
 6. 6 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.3  
 7. 7 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.9  
 8. 8 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5  
 9. 9 時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0  
 10. 10 時間以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0  
 11. ほとんど・全然テレビは見ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3  

Q2　あなたは，NHK の番組と民放の番組のどちらを多く見ています
か。あてはまるものを1つお答えください。

 1. NHK の方をずっと多く見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.6  ％
 2. どちらかといえば，NHK の方を多く見る ‥‥‥‥‥8.2  
 3. NHK と民放，同じくらい見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.6  
 4. どちらかといえば，民放の方を多く見る ‥‥‥‥ 30.8  
 5. 民放の方をずっと多く見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.7  
 6. ほとんど・全然テレビは見ない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.1  
 
Q3　あなたはふだん，どんなテレビをご覧になっていますか。以

下それぞれの項目について，あてはまるものを1つずつお答えく
ださい。

Q4　アメリカのテレビドラマ「アグリー・ベティ」についてお伺いします。
あなたが「アグリー・ベティ」を見はじめたきっかけを教えてください。

 1. NHK テレビの番組宣伝や予告 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.4  ％

 2. たまたまテレビをつけたら放送していた ‥‥‥‥ 25.0  
 3. 新聞のテレビ欄，番組紹介欄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.0  
 4. テレビ情報誌 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.8  
 5. 雑誌・週刊誌などの記事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1  
 6. NHK のホームページ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.1  
 7. 国内のその他のホームページ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2  
 8. 海外のホームページ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1  
 9. インターネットのブログや SNS（mixi など） ‥‥‥5.8  
 10. ポスターやちらし ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6  
 11. このドラマを見た家族の話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.8  
 12. このドラマを見た友人，知人の話 ‥‥‥‥‥‥‥‥5.4  
 13. コロンビア版の「ベティ～愛と裏切りの
  秘書室」を知っていた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.3  
 14. アメリカのゴールデングローブ賞の授与式を見た ‥4.8  
 15. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.2  
 
Q5 「アグリー・ベティ」をご覧になったシチュエーションについ

てお伺いします。主にどなたと一緒に「アグリー・ベティ」をご
覧になっていますか。

 1. 子供や親など家族と一緒に ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.1  ％
 2. 夫婦二人で ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.8  
 3. 友人や知人と ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4  
 4. ひとりで‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70.3  
 5. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4  

Q6　このドラマをどのようにご覧になっていますか。あなたの場
合に最も近いものを 1 つ選んでください。

 1. 主にテレビ放送で見た ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52.4  ％
 2. 主に録画で見た ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.1  
 3. 主に DVD で見た ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0  
 4. テレビ放送と録画の半々位で見た ‥‥‥‥‥‥‥‥8.4  
 5. テレビ放送でも見たし，DVD でも見た ‥‥‥‥‥‥2.4  
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8  

Q7 　放送ではなく録画や DVD でこのドラマをご覧になる場合
は，平日と休日のどちらが多いですか。

 1. 休日が多い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.9  ％
 2. 平日が多い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.2  
 3. 平日と休日半々 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.9  

Q8　アメリカドラマの「アグリー・ベティ」についてお伺いします。「ア
グリー・ベティ」の魅力として共感できるものについて，いくつでも
お選びください。

 1. ファッション業界という設定が新鮮 ‥‥‥‥‥‥ 43.6  ％
 2. アメリカの現実社会の描き方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.5  
 3. アメリカ人の国民性の描き方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.8  
 4. 家族愛を感じさせる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.3  
 5. 企業内の覇権争いや移民問題など
  深刻なテーマをコミカルに描いている ‥‥‥‥‥ 51.2  
 6. 違法入国・性転換・シングルマザーなど
  新鮮なテーマを扱っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.4  
 7. 華やかな業界とそこに働く人々の
  泥臭い人間関係のギャップ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.6  
 8. ニューヨーク/ アメリカとメキシコの対比が面白い ‥ 19.9  
 9. 【テーマ】その他　具体的に： ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2  
 10. 【テーマ】どれも共感できない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0  
 11. ストーリーの展開が速い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.7  
 12. ストーリーが変化に富んでいる ‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.6  
 13. ストーリーに意外性がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.9  

【調査の概要】
1．調査時期 : 2008 年10 月22日（水）～ 2008 年10 月27日（月）
2．調査方法： インターネットによるアンケート
3．調査対象：  全国の 16 歳から 69 歳で「アグリー・ベティ」

が好きな人
4．調 査 数： 1,232 人　（86.2%）

「海外ドラマに関する調査」単純集計結果

　 よく見る ときどき見る あまり見ない 全然見ない

1. ニュース 71.2 24.9 3.4 0.5
2. 天気予報 58.9 30.8 8.5 1.7
3. 政治・経済番組 18.6 42.1 31.1 8.2
4. ドラマ 49.6 34.3 13.1 3.1
5. 映画 42.4 42.0 13.1 2.5
6. クイズ・ゲーム 21.0 40.8 26.8 11.4
7. 笑いやコントなどのバラエティ 28.2 35.6 24.4 11.8
8. ドキュメンタリー 25.5 52.4 18.3 3.8
9. 生活・実用番組 14.9 48.2 29.5 7.5

10. 歌番組・音楽番組 13.0 35.1 38.0 13.9
11. アニメ・漫画 11.0 24.4 36.2 28.4
12. スポーツ中継・スポーツニュース 12.6 27.2 33.3 26.9
13. 歴史番組 11.0 43.7 29.3 16.0
14. 紀行番組 10.9 38.7 35.8 14.6
15.  学習，語学，技能，趣味な

どの講座番組 7.6 28.1 37.0 27.3

16. 幼児・子供向け番組 5.7 10.3 19.8 64.2
17. 朝や日中のワイドショー 21.9 32.3 23.9 21.8
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 14. めげずに明るく逆境を乗り越えるストーリー展開 68.0  
 15. アメリカ的サクセスストーリーを感じさせる ‥‥‥ 29.8  
 16. ありきたりのシンデレラストーリーでないところ ‥ 41.7  
 17. 華やかな業界でも皆苦労しているところに人間味がある 32.3  
 18. 【ストーリー】その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5  
 19. 【ストーリー】どれも共感できない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.1  

Q9 「アグリー・ベティ」の魅力として共感できるものについて，
いくつでもお選びください。

 1. 登場人物の描き方がしっかりしている ‥‥‥‥‥ 39.2  ％
 2. 登場人物のせりふが良い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.3  
 3. 個性的な脇役陣 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.6  
 4. 主人公の明るく前向きな姿勢 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62.7  
 5. 肩がこらずに気楽に見られる点 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 54.5  
 6. 気持ちをストレートに表現するアメリカらしさ ‥‥ 30.4  
 7. 主人公の日常を見ているようなリアル感 ‥‥‥‥ 21.0  
 8. 主役のキャラクターが個性的 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.3  
 9. 悪役が憎めない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.9  
 10. 【脚本】その他　具体的に： ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6  
 11. 【脚本】どれも共感できない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7  
 12. 舞台設定や小道具などがおしゃれ ‥‥‥‥‥‥‥ 49.8  
 13. 料理や食事シーンがすばらしい ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.2  
 14. 音楽がすばらしい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.8  
 15. 登場人物とファッションの組み合わせが楽しい ‥ 58.1  
 16. 日本語の吹き替えのキャスティングが良い ‥‥‥ 30.2  
 17. 最先端のファッションが楽しめる ‥‥‥‥‥‥‥ 20.7  
 18. 海外独特のユーモアセンスと文化が新鮮 ‥‥‥‥ 54.9  
 19. コメディ要素が多いところ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54.6  
 20. メキシコ文化に触れられる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.1  
 21. 舞台が日本ではないので，ありえない設定も
  先入観無く受け入れられる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.1  
 22. 【演出】その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6  
 23. 【演出】どれも共感できない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5  
 24. 主役の演技力がすごい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.4  
 25. 主人公が美人でないところ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61.4  
 26. 脇役の質の高さ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.0  
 27. ゲストが豪華 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.3  
 28. 意外性のあるゲスト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.8  
 29. 【俳優】その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5  
 30. 【俳優】どれも共感できない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1  

Q10　「アグリー・ベティ」の魅力についてお聞きします。各項目に
ついてあなたの気持ちに最も近いものを選んでください。

Q11 「アグリー・ベティ」をご覧になった後で，誰かにこのドラマ
を勧めたり，感想を伝えたりしていますか。あなたの場合に最
も近いものを選んでください。

 1. 家族の中で話題にする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.9  ％
 2. 友人・知人の中で話題にする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.8  
 3. 家族に見るように勧める ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.9  
 4. 友人・知人に見るように勧める ‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.7  

 5. 興味を持ちそうな友人との間でしか話題にしない ‥5.4  
 6. 自分ひとりだけで楽しむ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.6  
 7. 自分のホームページやブログで情報発信する ‥‥‥1.5  
 8. mixi など SNS や掲示板に書き込む ‥‥‥‥‥‥‥2.3  
 9. 携帯（コミュニティサイトやブログ，SNS など）に書き込む 0.2  
 10. ドラマを放送しているテレビ局に直接感想を伝える
  （インターネット /FAX/ 葉書など） ‥‥‥‥‥‥‥‥0.2  
 11. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1  
 12. 特に何もしない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.6  

Q12　ここからは，ドラマ全般についてお伺いします。次の日本のド
ラマの中で，あなたが面白いと思う番組はどれですか。3 つまで
お答えください。※テレビ放送だけでなく，録画や DVD・ビデオ，
インターネットなどで見た場合も含めてお答えください。

 1. 篤姫 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.9  ％
 2. プロポーズ大作戦 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4  
 3. どんど晴れ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8  
 4. ラスト・フレンズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.7  
 5. Around40　～注文の多いオンナたち～ ‥‥‥‥‥6.8  
 6. 医龍－Team Medical Dragon － ‥‥‥‥‥‥‥ 11.6  
 7. ガリレオ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.0  
 8. CHANGE ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7  
 9. 風林火山 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9  
 10. ヒミツの花園 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4  
 11. 華麗なる一族 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.1  
 12. ハケンの品格 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.5  
 13. 花より男子 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.1  
 14. 芋たこなんきん ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.8  
 15. のだめカンタービレ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.7  
 16. ひとつ屋根の下‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5  
 17. ごくせん ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.4  
 18. TRICK ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.4  
 19. アンフェア ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0  
 20. ショムニ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.7  
 21. 北の国から ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.5  
 22. 踊る大捜査線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.5  
 23. 木更津キャッツアイ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.4  
 24. 古畑任三郎 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.0  
 25. あてはまるものはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0  

Q13　（省略）

Q14　あなたが日本のドラマに期待することは何ですか。あなた
のお気持ちに近いものをすべてお答えください。

 1. ストーリーの展開の速さ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.4  ％
 2. ストーリーの意外性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.0  
 3. 深みのある世界観や人生観などの描写 ‥‥‥‥‥ 46.6  
 4. 謎や伏線が巧みに盛り込まれている ‥‥‥‥‥‥ 39.0  
 5. 緊張感のあるストーリー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.4  
 6. セットやメーキャップ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.9  
 7. 登場人物の人物設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.2  
 8. 役者のせりふ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.9  
 9. 役者の演技 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.2  
 10. カメラワーク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.3  
 11. リメイクや漫画原作に頼らない脚本 ‥‥‥‥‥‥ 27.7  
 12. 人気モデルや芸人，アイドルに頼らないキャスティング 43.8  
 13. 個性のあるキャラクター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.9  
 14. シーズンの長いドラマ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.8  
 15. オリジナリティの強い作品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.3  

とても
そう思う

まあ
そう思う

あまりそうは
思わない

まったくそうは
思わない

どちらとも
いえない

1. テーマ設定が面白い 43.8 50.9 4.3 0.4 0.6
2.  ストーリー展開の速さや

意外性が魅力的 36.0 54.6 7.9 0.7 0.7

3. 脚本が優れている 24.9 59.0 12.5 0.8 2.8
4. 演出が巧みだ 25.1 58.8 13.7 0.4 1.9
5. 俳優の演技が上手い 32.2 57.0 8.8 0.2 1.7

（％）
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 16. その他　具体的に： ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.9  
 17. 特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.5  

Q15　アメリカのドラマについてお伺いします。次のアメリカのド
ラマの中で，あなたが面白いと思う番組はどれですか。3 つま
でお答えください。※テレビ放送だけでなく，録画や DVD・ビ
デオ，インターネットなどで見た場合も含めてお答えください。

 1. デスパレートな妻たち ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.6  ％
 2. フルハウス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.2  
 3. 名探偵モンク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.3  
 4. アグリー・ベティ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.6  
 5. ダメージ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4  
 6. 奥さまは魔女 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.1  
 7. スター・トレック　宇宙大作戦 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0  
 8. 24 － TWENTY FOUR － ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.1  
 9. ザ・ホワイトハウス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0  
 10. アリー my Love ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.1  
 11. LOST ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.4  
 12. ER 緊急救命室 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.7  
 13. Sex and the City ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.1  
 14. プリズン・ブレイク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.9  
 15. CSI: 科学捜査班 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.4  
 16. The OC ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8  
 17. フレンズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.5  
 18. X-Files ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.7  
 19. ダーマ＆グレッグ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.8  
 20. シカゴ・ホープ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8  
 21. ザ・プリテンダー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2  
 22. ダーク・エンジェル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0  
 23. ビバリーヒルズ高校白書・青春白書 ‥‥‥‥‥‥ 10.1  
 24. ロズウェル －星の恋人たち－ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7  
 25. あてはまるものはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6  

Q16　（省略）

Q17　アメリカのドラマについて次のような意見があります。あなた
はこれらの意見についてどう思いますか。それぞれ1つずつお答え
ください。

Q18　では，以下の中でアメリカのドラマが面白いと思う1 番のポ
イントはなんですか。次の中から1つお答えください。

 1. ストーリーの展開の速さ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.5  ％
 2. ストーリーの意外性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.6  
 3. 世界観や人生観など，ストーリーが魅力的 ‥‥‥ 33.4  
 4. 謎や伏線が巧みに盛り込まれている ‥‥‥‥‥‥ 12.3  
 5. 緊張感がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.8  
 6. セットやメーキャップ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8  
 7. 登場人物の人物設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7  
 8. 役者のせりふ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5  
 9. 役者の演技 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7  
 10. カメラワーク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3  
 11. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9  
 12. 特になし ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5  

Q19　次の各項目について日本のドラマと比べてどう思いますか。
それぞれ1つずつお答えください。

Q20　ここからは海外ドラマの情報源や見ているチャンネル，装
置などについてお伺いします。あなたが海外ドラマの情報を集
めるときに役立っていると思うものはどれですか。役立っている
と思うものをすべてお答えください。

 1. テレビの番組宣伝 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59.3  ％
 2. テレビの番組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.5  
 3. CATV の番組宣伝 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.7  
 4. 新聞 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.3 
 5. 雑誌・週刊誌 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.6 
 6. インターネットのホームページ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.2 
 7. インターネットのブログ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.9 
 8. インターネットの YouTube や GyaO のような
  無料動画サイト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.2 
 9. 家族の話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.8 
 10. 友人，知人の話 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.5 
 11. レンタル DVD（ビデオ）店のフリーペーパー ‥‥ 22.6 
 12. 購入またはレンタルした
  DVD（ビデオ）に入っていた予告編 ‥‥‥‥‥‥‥ 20.5 
 13. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 
 14. あてはまるものはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 

Q21　あなたは海外ドラマをどんなチャンネルや装置でご覧になっ
ていますか。あてはまるものをすべてお答えください。

 1. NHK のテレビ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.7  ％
 2. 民放のテレビ放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.4  
 3. NHK の衛星放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52.9  

　 はるかに米国
の方が良い

米国の方
が良い

日本の方
が良い

はるかに日本
の方が良い わからない

1.  ストーリーの展開の
速さ 28.2 46.8 6.2 0.9 17.9

2.  ストーリーの意外性 30.5 50.5 5.0 0.9 13.1
3.  世界観や人生観など，

ストーリーが魅力的 32.6 45.5 8.0 1.4 12.5

4.  謎や伏線が巧みに盛
り込まれている 29.2 42.9 10.6 1.9 15.4

5.  緊張感がある 29.1 45.2 7.0 1.2 17.5
6.   セットやメーキャップ 26.6 40.0 11.2 1.7 20.5
7.   登場人物の人物設定 26.5 42.5 8.4 1.1 21.5
8.  役者のせりふ 20.9 31.1 14.0 1.9 32.1
9.  役者の演技 22.5 33.5 8.2 1.0 34.8

10.  カメラワーク 25.6 29.3 9.8 2.4 32.8

（％）

　 そう思う そうは
思わない

どちらとも
いえない

1.  アメリカの国内事情がよく分からないから，ど
のような舞台設定も違和感がない 29.9 49.4 20.8

2.   アメリカの役者を知らないから，上手く演技し
ているように見える 28.1 54.5 17.5

3.  日本のドラマではよくあるように，人気のあ
る歌手やタレントを主役にすればもっと面白
くなる

6.5 80.5 13.0

4.   日本のドラマでは悪人がすぐ分かるのにアメリ
カドラマでは分からないのは，役者を見慣れて
いないからだ

13.4 69.1 17.5

5.   アメリカドラマで誰が悪人だか分からないの
は，役者が上手いからだ 30.8 37.3 32.0

6.  アメリカドラマは1シリーズが長いからストー
リーに厚みがでる 62.1 18.0 19.9

7.  アメリカドラマは1シリーズが長いから脇役も
丹念に描ける 71.9 11.1 17.0

8.   アメリカドラマには今の日本人では失われてし
まった美徳や奥ゆかしさが描かれている 12.6 50.6 36.9

9.  アメリカドラマではそれぞれの登場人物の気
持ちの動きが細やかに描かれている 53.8 15.7 30.4

10.  アメリカドラマの登場人物の設定は日本ドラ
マよりしっかり描かれている 62.8 13.6 23.6

11.  アメリカドラマでは人種の問題がリアルに描
かれている 69.4 11.1 19.5

12.  アメリカドラマでは主人公が困難な状況を切
り抜ける姿に共感する 58.0 11.1 30.8

（％）
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 4. 民放の無料衛星放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.4  
 5. 有料 BS 放送（WOWOW） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.4  
 6. 有料 CS 放送（スカパー！） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.0  
 7. CATV ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.8  
 8. インターネット放送 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.2  
 9. レンタル DVD（ビデオ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.6  
 10. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0  

Q22　あなたは最近 1年間に何枚くらいの海外ドラマの DVD（ビ
デオ）をレンタルしましたか。

 1. 1 ～ 4 枚 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.9  ％
 2. 5 ～ 9 枚 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.3  
 3. 10 ～ 19 枚 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.4  
 4. 20 ～ 29 枚 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5  
 5. 30 ～ 39 枚 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1  
 6. 40 ～ 49 枚 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5  
 7. 50 枚以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.3  
 8. 最近 1 年間は海外ドラマの DVD（ビデオ）は
  レンタルしなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.1  
 9. 海外ドラマの DVD（ビデオ）をレンタルしたことはない 20.5  
 10. 不明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2  

Q23　それでは，あなたは最近 1年間に海外ドラマの DVD（ビデオ）
をレンタルではなく，購入しましたか。購入した方は，支払った合
計の金額（税込み）もお答えください。

 1. 1,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4  ％
 2. 1,000 円以上～ 5,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.2  
 3. 5,000 円以上～ 10,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.9  
 4. 10,000 円以上～ 15,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥2.4  
 5. 15,000 円以上～ 20,000 円未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥2.2  
 6. 20,000 円以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0  
 7. 最近 1 年間は海外ドラマの DVD（ビデオ）を
  購入しなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.1  
 8. 海外ドラマの DVD（ビデオ）を購入したことはない 45.0  
 9. 不明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7  

Q24　あなたはインターネットで有料の海外ドラマを見たことがあり
ますか。見たことがある場合，その時，レンタル DVD（ビデオ）
を借りずに，インターネットの有料サービスを利用した理由は何で
すか。次の中からいくつでもお答えください。

 1. 料金が安い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.8 ％
 2. 利用手続きが簡単 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0
 3. 支払い方法が簡単 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.9
 4. 店に借りに行ったり，返しに行く
  手間がかからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.3
 5. 店員と顔を会わせないですむ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5
 6. どんな海外ドラマ番組があるのか
  画面で一覧できる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0
 7. 実際に店で探すより簡単に探せる ‥‥‥‥‥‥‥3.2
 8. パソコンで簡単に見られる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.8
 9. 使用している回線が速い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5
 10. 新しいサービスは試してみることにしている ‥‥1.0
 11. 見たい海外ドラマが DVD（ビデオ）
  になっていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 12. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 13. 理由は特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7
 14. インターネットで有料の海外ドラマを
  見たことがない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83.4

Q25　Q24 で，インターネットで有料の海外ドラマを見たことが
ない，とご回答いただいた方にお伺いします。インターネット
の有料サービスを利用しなかった理由は何ですか。次の中から
いくつでもお答えください。

 1. 料金が高い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.5
 2. 利用手続きがめんどう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.3
 3. 支払い方法が不安 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.8
 4. 店に行く楽しみがない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1
 5. パッケージを見ないと内容がわからない ‥‥‥‥‥5.6
 6. どんな海外ドラマ番組があるのか分かりづらい ‥‥7.4
 7. 実際に店で探す方が早い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3
 8. テレビで見ることができない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.5
 9. 使用している回線が遅い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.8
 10. まだ新しいサービスでなじみがない ‥‥‥‥‥‥ 10.4
 11. 見たい海外ドラマがインターネットの
  有料サービスになかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.7
 12. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.2
 13. 理由は特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.7
 14. インターネットの有料サービスを知らなかった ‥ 12.5

（n=1,027）

Q26　インターネットで有料の海外ドラマを見たことがある場合，
視聴の形式は手元に番組が残るダウンロードですか，それとも
送られてくる映像を見るだけのストリーミングですか。次の中から
1つお答えください。

 1. ダウンロードだけ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.6  ％
 2. ストリーミングだけ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.9  
 3. ダウンロードとストリーミングの両方 ‥‥‥‥‥ 24.9  
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.6  

Q27　あなたは，最近 1年ぐらいの間に，テレビの海外ドラマを録
画したことがありますか。次の中から1つお答えください。

 1. 定期的に録画している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.5  ％
 2. 定期的ではないが，録画したことはある ‥‥‥‥ 29.5  
 3. 録画したことはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.3  
 4. 不明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6  

Q28　あなたはこの 1年間に，映画館でどれくらいの映画を見まし
たか。邦画と洋画の合計本数でお答ください。

 1. 1 本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.4  ％
 2. 2 本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.9  
 3. 3 本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.3  
 4. 4 本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3  
 5. 5 本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.7  
 6. 6 ～ 9 本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.6  
 7. 10 ～ 14 本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.1  
 8. 15 ～ 19 本 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4  
 9. 20 本以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.9  
 10. 最近 1 年間に映画は見なかった ‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.3  
 11. 不明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1  

Q29　あなたが見た映画の，邦画と洋画の割合はどれくらいですか。
次の中から一番近いものを1つ選んでください。

 1. 洋画の方がずっと多い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.8  ％
 2. 洋画の方が多い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.6  
 3. どちらも同じくらい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.5  
 4. 邦画の方が多い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.2  
 5. 邦画の方がずっと多い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8  


