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要旨
マス・コミュニケーションの受容過程に関する研究には「メディア効果研究」と「利用と
満足研究」があるが、
「利用と満足研究」は「メディア効果研究」に比べて、それほど盛ん
に研究されてきたわけではない。しかし、
「利用と満足研究」は 1940 年代に最初の研究成果
を出して以来、様々な批判をされてはきたものの、今日にいたるまでマス・コミュニケーショ
ン研究分野において、それなりの成果をあげてきた。さらに、近年はメディア環境の変化と
ともに受け手側の能動性が重視され、
「利用と満足研究」が新たなメディアへのアプローチ
道具として、再び注目されている。そこで、本研究は「利用と満足研究」の主な研究成果を
レヴューしながら、
「利用と満足研究」の今日的意味を探ることにした。
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１．
「利用と満足研究」登場
岡田（1984）の整理によれば、欧米でのマス・コミュニケーション受容過程に関する研
究史は 1930 年代までの第 1 期、1940 年代から 1960 年頃までの第 2 期、そして、それ以後
の第 3 期に区分されている。
「利用と満足研究」は第 2 期において精力的に取り組まれたも
のである。第 1 期の理論では送り手からのメッセージが受け手に強力な影響を与えるという
ふうに論じられてきた。しかし、第２期になると社会分化の影響が認識され、下位文化の強
力な役割が明らかになり、受け手をマス・メディアのメッセージを受動的に受容する無力な
存在としてとらえることは難しくなったため、マス・メディアのメッセージに対する能動的
な存在として受け手をとらえる見方が登場した。
「利用と満足研究」はこのような背景から登場した研究領域である。
「利用と満足研究」は同時期の「メディア効果研究」と比較されることが多く、そうする
ことによっていくつかの特徴を見出すことができる。両者はマス・コミュニケーションと受
け手の問題とのかかわりを問題としているが、いくつかの点では相違点ももっている。
「メ
ディア効果研究」は主に宣伝・広告・啓蒙などのメディア内容を研究の対象としている。そ
して、それらの内容によって人々の態度や行動がどの程度変化し、また変化させることがで
きるのか、という点に関心が集中している。これに対し「利用と満足研究」では、ニュース
のような報道やドラマやクイズ番組などの娯楽的な内容、またはメディアそれ自体を素材と
して 、それらコミュニケーション内容およびメディアを人々がどのように利用し、彼らの
生活のなかにどうのように意味づけしているかに関心をおいているのである。
当然ながら、
受け手のとらえ方においても両者には違いが見られる。初期研究において
「メ
ディア効果研究」では、メディア内容という刺激に反応する客体として受け手を捉える。理
論の中心軸はマス・コミュニケーションの刺激であり、受け手はその刺激に影響される対象
とされる。効果研究における主体はあくまでも送り手である。一方、
「利用と満足研究」で
は受け手の観点から、コミュニケーション内容またはメディアを捉えているので、受け手は
メディアおよびコミュニケーション内容を能動的に利用する主体になるのである。
「利用と
満足研究」の問題意識の主体は受け手である。
また、初期研究においても両者の研究方法には違いが見られる。
「メディア効果研究」は、
統計的調査あるいは統制実験といった方法によって進められた。分析手続きは明示されてお
り、その結果も量的に表示された。 一方、
「利用と満足研究」の研究手法は、調査者による
数十人程度の少数サンプルに対する詳細な聞き取り調査という方法をとり、質的な記述の形
をとることが多かった。また、データの分析は分析者の洞察力に頼ることが多く、分析結果
には分析者の恣意性が含まれ、調査結果は主観的に解釈された。こういった研究手法は後に
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「利用と満足研究」が停滞する一因となる。
「利用と満足研究」は当初、社会分化された社会において同一の文化や生活様式などを共
有する特定のセグメントがどのようにメディアと関係しているかを明らかにする目的で行わ
れた。そのため、
「利用と満足研究」における目標はその特定のセグメントがどのような欲
求をもって、どのようなメディアをどうのように利用し、どのような充足を得ているのかを
探ることがカギとなる。しかし、
「利用と満足研究」における主要概念である、
「欲求」
、「能
動性」、
「動機」
、
「充足」などといった概念は明確にされていないままであり、それら概念は
時代とともにさまざまな意味で解釈されてきた。それらの歴史を踏まえながら、
本研究では、
近年のメディア環境における「利用と満足研究」の現状とこれからの可能性を考察したい。

２．初期の「利用と満足研究」
初期の 利用と満足研究、とくに受け手がマス・メディアを通じて経験する充足について
の研究は、ロックフェラー財団の基金によって 1937 にプリンストン大学に設立され、この
年にコロンビア大学に移管された「ラジオ研究室（Office of Radio Research）
」においてい
くつか実施され、1940 年には『ラジオと印刷物（Radio and the Printed Page）
』
（1940）と
いうタイトルの報告書が発表された。この報告書は、全米 80% 以上に普及していたラジオ
の社会的影響を、印刷物と比較し明白にしたものである。当時ラジオはその普及率が高く、
その普及率を活かした啓蒙的、教育的な役割が期待されていた。しかし、この報告書はラジ
オが啓蒙的、教育的な役割を十分に果していないことを指摘している。それは、印刷物を普
段からあまり利用してこなかった人々は、
ラジオにおいてもコメディ、
ヴァラエティ・ショー、
連続ドラマ、クイズなどの番組の聴取に頼っており、シリアスな番組にはあまり接していな
かったということである。
しかし、このような否定的な発見にも関わらず、報告書では人々に対する情報の伝達とい
う面からみて、かならずしもラジオが重要ではないことを意味するのではないとしている。
なぜなら、娯楽番組においてもシリアスな番組に劣らない教育的役割を果たしている可能性
が発見されるかもしれないと思われたからである。その理由は聴取者が連続ドラマを示唆に
富むものと評価していたり、さらには、これら番組が主婦や母親の役割モデルを提供し、助
言者や心の支えにもなっていたからである。
そこで、この報告書ではクイズ番組の一つをとりあげて、聴取者がクイズ番組からどのよ
うな充足を得ているかについて面接調査を行った。それらは、
自分の知識程度への自己満足、
欲求不満の解消、劣等感の補償、出場回答者への同一視による自己の拡張、知識が増えるこ
とへの満足感、クイズ番組を話題にすることで得られる日常生活上の効用、出場者のうちの
誰が勝つかを予想的中したときの満足、回答者の誤答やヘマを笑う楽しみなど多様なもので
あった。これらの効用のすべてが教育的、啓蒙的とはいえなくても、娯楽的、または逃避的
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という言葉で片づけられがちなこれら番組のなかに、予期しない教育的機能が存在すること
をこの報告書は示唆している。
そ の 後、「 ラ ジ オ 研 究 室 」 は「 応 用 社 会 調 査 研 究 室（Bureau of Applied Social
Research）」と改名し、
「利用と満足研究」の成果を次々と発表した。例えば、ラジオ音楽
番組からクラシック音楽への愛好を触発された人々を対象にした研究（Suchman, 1942）や、
ソープ・オペラの愛好者 100 名の面接調査から、登場人物も自分と同じ悩みを持っているこ
とを知って安心感を持つといった「情緒的解放感」
、物語で展開される幸福な場面を聞いて、
あたかも自分の夢が実現したかのような幻想を抱いて満足する「代理参加」
、
生活上の「知恵」
を番組から引き出したり、困っている問題についての解決策を見出すといった「日常生活の
教科書」の 3 つの満足のタイプを析出した研究（Herzog, 1944）
、子供の成長に応じた漫画
の読まれ方の調査（Wolf & Fiske,1949）などがそれである。
また、メディアそれ自体に注目し、人々が新聞を読む動機や理由を解明しようとした研究
も発表された。新聞読者を相手にした調査（Berelson,1949）では、
1945 年 6 月 30 日にニュー
ヨークで 8 大新聞の配達員のストライキに直面した新聞の読者が、どのようなことに不自由
したかを調べることで新聞が果たしている予想外の機能を明らかにした。 この調査では、
60 人の対象者に詳細な面接調査を行い、その結果の分析から 6 つの新聞利用のタイプを析
出した。それは、
「ニュース源としての利用」
、ラジオ番組紹介欄、広告、天気予報を読むな
どの「日常生活の道具」
、
「息抜き」
、新聞から得た知識を他人に披露する「社会的威信」
、有
名人のゴシップや近況などを知ることを楽しみ、新聞で描き出された世界と社会的関係をも
つことを楽しむ「社会関係維持」
、
新聞を読むこと自体が目的化した「自己目的的利用」といっ
たものであった。
「応用社会調査研究室」以外での研究成果としては、Waples ら（1940）による読書の利用
と満足研究がある。ここでは、書籍というメディアの利用が、読者の属性や所属する集団に
よって違うことを見出しながら、その動機には「威光の欲求」
、
「実用への欲求」
、
「息抜きへ
の欲求」、「社会的、精神的安定への欲求」といったさまざまなものであることを明らかにし
た。また、タブロイド新聞の漫画が会話の共通の話題として大人達に利用されていることを
発見した研究もある（Bogart,1955）
。
1950 年代になると「利用と満足の研究」は衰退をみせるが、研究が盛んであった 1940 年
代においても「利用と満足研究」は「メディア効果研究」に比べて、注目を浴びることは少
なかった。その理由として、竹内（1976）は二つの大きな原因をあげている。一つ目は、研
究に対する現実的要請の問題である。
多くの人々のメディアに対する興味は
「メディアは人々
の行動変化に対して何をなしうるか」という一点に収斂するので、
「利用と満足研究」はあ
まり必要とされなかったことである。
二つ目は人々のマス・コミュニケーション接触のパター
ンと彼らの属性との関連を表示する調査研究にとどまって、人々にとっての娯楽的コミュニ

─4─

『利用と満足研究』の歴史と現状

ケーションの意味を直接的にとらえることができなかったことである。この原因には方法論
的な限界が考えられると指摘されている。
「利用と満足研究」の手法が事例調査であり、定
式化された手続きによるものではなかった点、また、分析当事者の面接技術の熟練度と洞察
力の鋭さに多くを依存していた点、
大量観察によって確認する作業が行われなかったために、
事例調査による示唆的発見が一般化されないまま終わってしまった点などを挙げている。
また、Katz ら（1974）は 1940 年代の「利用と満足の研究」共通する特徴と限界を４つあ
げて指摘している。一つ目は、
メディア機能に関する回答が自由回答から抽出されている点、
二つ目は、
個別的に表明された満足をカテゴリーにまとめるにあたって、
それらの満足が人々
との間にどれくらい分布しているかを無視し、質的な面だけからまとめている点、三つ目は、
心理的・社会的属性と満足との間の関係についてどのように対応しているかを明らかにしよ
うとしなかった点、四つ目は、多様なメディア機能間の相関関係を量的にも概念的にもみつ
けることに失敗し、潜在的に存在するかもしれないメディア構造の発見を導きだすことには
ならなかった点などをあげている。
以上の通り初期の利用と満足研究は、送り手によって送り出された内容が受け手によって
どのように受け止められているかを明らかにした。同じ内容であっても、受け手の反応はさ
まざまであり、その中には送り手が予想しなかったものも含まれているのである。というこ
とは、送り手が一定の意図をもって内容を送り出したとしても、その内容が受け手の欲求を
満足させるようなものでなかったり、受け手の欲求とは無関係なものであれば、その内容は
送り手の意図通りに受け取られなかったり、あるいは、全く受けいれられることはないとい
うことを示唆している。このような見解にたって研究を進めてきた
「利用と満足研究」
であっ
たが、初期の研究は限界も多く指摘されてきた。それは、研究方法における問題と抽出され
た満足と心理・社会的パターンとの関係について明らかにしていない点である。これらの限
界を克服しようとする試みが以後の研究から見られるようになる。

３．1950 年代 1960 年代の「利用と満足研究」
1950 年代から 1960 年代にかけて「利用と満足研究」は、社会的、集団的諸要因によって
生み出される人々の社会的・心理的先有傾向と、彼らのメディア利用パターンに注目し始め
た。また、テレビの普及とともにテレビの「利用と満足研究」が始まった時期でもある。
その代表的な研究としては、受け手側の社会関係を主要な分析軸としてとらえ、それがマス・
コミュニケーション内容の利用や満足に深くかかわっている事実をあきらかにした Riley ＆
Riley（1951）の研究がある。ライリー夫妻は、子供を対象に彼らの集団関係とマス・メディ
ア習慣との関連を調査した。子どもたちが学校での仲間集団に所属しているか否か、準拠集
団として家族と仲間集団のどちらを重要視しているか

、仲間集団にどの程度適応している

かなどの項目を独立変数にして、子どもたちの集団関係によって漫画や番組に対する解釈や
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好みが異なることを実証的に明らかにした。また、仲間集団にうまく適応している子どもた
ちが、彼らが好むテレビ番組が仲間集団との遊びのなかでどのような効用をもつかとういう
観点から利用していることの発見している。
そのようななか、社会関係とテレビ利用に焦点を合わせた研究も現れた。子どもの社会的
条件によるテレビ視聴行動の研究（Himmelweit, Oppenheim and Vince,1958）や 、社会関
係とそこから生じる心理的な葛藤が、子供たちのマス・メディア接触のパターンにどのよう
な影響をもつかという問題を検討した Schramm ら（1961）の研究がそれである。Schramm
らは 、子供を対象にした研究から家庭での親とのコンフリクトや仲間とのコンフリクトが
大きなフラストレーションになり攻撃的になることを指摘したうえで、現実での解決策を見
つけられない場合には現実から逃避し幻想の世界で代理的な満足を求めようとするようにな
り、ファンタジックなメディア接触が多くなるという仮説を立てて研究を進めた。その結果
から、両親との間にコンフリクトが大きいものほど反社会的攻撃性や投射的攻撃性が強く、
コンフリクトが小さいほど攻撃性批判や規範擁護の傾向が強くなるという。また、攻撃性が
強い者はファンタジックなメディア接触が多く、弱い者はリアリティを提供するメディアへ
の接触が多いという。そこに、友だちとのコンフリクトが加わると攻撃性はより強くなると
いうことを明らかにした。
しかし、テレビを逃避的メディア、本・雑誌を現実的メディアとした分類法はあまりにも
安易ではないかという批判などもなされた。なぜなら、一見逃避的に見えるメディアからも
現実的問題の解決策を見いだせたり、現実的に見えるメディアを逃避的に利用している場合
もあるからである。
このような変数の測定について、Pearlin（1959）は新たな測定法を提示している。彼は
独立変数として、４つのストレス指標、つまり「上向移動への志向と現実的機会との間の乖
離意識」、「周囲の人間に対する不信感」
、
「他人に対する無限定な依存心」
、
「社会の動きに対
する無力感」を設定したうえで、
「個人的な問題やトラブルを忘れさせてくれるような番組
を好むかどうか」という問題との相関を調べている。ここで、特徴的なのは、番組を逃避的
番組、現実的番組と分けるのではなく、当人にとって逃避的な充足をもたらすような番組に
対する要求をもっているか否かを尋ねることで、テレビ視聴動機の逃避的志向の有無を判断
した点である。この研究の結果では、ストレスの強さと逃避的志向との間に正の相関がみら
れた。
1960 年代は下火になっていた「利用と満足研究」の有効性を主張する研究も見られ、後
に 1970 年代の「利用と満足研究」の体系化につながるようになる。
その一つは、逃避仮説への反論としての「利用と満足研究」の有効性を主張した Katz ら
（1962）によるものである。1960 年代、マス・メディアは人々にもっぱら逃避的に利用され
ているということが大衆文化批判論者によって指摘されていた。マス・メディアの逃避的利
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用が逆機能的な結果をもたらすという大衆文化批判論者の主張に対して、
Katz ら（1962）は、
この逃避仮説がほとんど証拠のない想定であるとし、大衆文化論者に対して「利用と満足研
究」が有効な反論を提供しうると主張した。
大衆文化批判論者による「逃避モデル」では、以下のような仮定にたってマス・メディア
の逃避的利用を批判した。まず、
日常生活での疎外や剥奪が人々の逃避への動因を生み出し、
その動因を解消するために、社会的役割から遮断された文脈のなかでマス・メディアに対す
る過度な接触を求める。そして、メディアが提供する内容に同一化することを通じて、人々
は代償的満足という心理過程を経験する。その結果、社会的役割に対する麻痺作用がもたさ
れる。つまり、メディアの逃避的利用が、現実の問題をより深刻にする逆機能的な結果をも
たらすと考えたのである。
ここで、Katz らは、これらメディア行動を構成する上述した諸要素相互の間に必然的な
結びつきを仮定することに反対した。すなわち、
「逃避的動因」
が必ずしも
「逃避的接触パター
ン」を導くとは限らないし、
「逃避的内容」が逃避的な機能をもたらすとも限らない。逆に、
逃避的でないと思われるメディア内容が、むしろ逃避的な役割を果たしていることも十分考
えられるとした。また、カッツらは「利用と満足の研究」がこれらの結びつきの真偽に対し
て、経験的な証拠を提供しうる有力な分析用具であると主張したのである。
もう 1 つの重要な研究は、Klapper（1963）によるものである。その背景は、
「利用と満
足研究」がマス・メディアの効果研究に寄与するだろうとういう議論であった。当時、効果
研究では送り手のメッセージと効果との直接的因果関係を発見することができないままでい
たので、選択的接触のような媒介変数を導入する必要性があった。そこで、Klapper は受け
手のメディアに対する欲求や期待、充足などを、メッセージと効果との間の媒介変数として
導入することを主張したのである。
1950 年代以後の「利用と満足研究」は、初期の研究で指摘されてきた満足と利用者の社
会的・個人的特徴との関係を結びつけようと試みたように見える。そして上述したように、
社会的関係のなかで生まれるストレスや欲求不満と消費されるメディア内容との関係性も積
極的に取り組むようになった。このような成果だけでなく、上記に提示した大衆文化論争に
おける経験的な証拠の提供と、マス・メディアの効果をよりよく理解するための道具として
の有効性も注目されはじめた時期でもあった。しかし、
「利用と満足研究」の核心的概念で
ある欲求や充足などの一般化あるいは体系化はされないままであり、それ以前の研究と同様
抽出された、いくつかの充足を羅列するところに止まっていた。そして、
「充足」
、
「欲求」
といった概念の体系化は今後の課題として残された。

４．1970 年代の「利用と満足研究」
（1）欲求概念の体系化の試み
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「利用と満足研究」において「欲求（needs）
」の概念は重要であって、欲求という概念の
定義とそれを測定するための方法の開発は「利用と満足の研究」の中心的課題であった。し
かし、それは最も困難な課題でもあった。Rosengren（1974）は Maslow（1954）による人
間欲求の階層分類を「利用と満足研究」におけるメディア利用の基本欲求として受け入れる
ことを主張したが、実証的な研究はおこなっていない。また、Kats ら（1974）は、人々によっ
て表明された充足や効用から遡及的に推論し欲求を把握することができるとした。それは発
見された充足の様式から、思弁的な遡及を通じて欲求を推論することを意味する。例えば、
環境監視の効用があるとすれば、そこから好奇心や探究心の欲求にたどるとこができるとい
うことである。あるいは、ある人の態度や価値の補強は自分が正しいという安心を得たいと
いう欲求から生じるものだと推論することができるのである。しかし、この方法では人々の
欲求の全体の構造を体系的に把悪することはできないとしている。
そして、Katz らは当時のマス・メディア利用の当面した問題を、社会的、心理的な欲求
に関する適切な理論の欠如であるとしながら、現在必要なのはさまざまの欲求を類型化する
こと、いくつかのレヴェルに整理すること、特定の欲求と特定のメディアによる特定の充足
との結びつきに関する仮説を確定することとした。
いくつかの、欲求を体系的に把握しようと試みた研究がある。1 つ目は 問題解決行動に
伴う認知的欲求を特定化しようとした Edelstein（1973）の研究である。 Edelstein は、問
題解決に関する人々の認知的欲求が彼らのマス・メディア志向を規定しているとし、認知的
欲求を測定する枠組みを次のように定めた。それは、
「行為者の特性」
、
「彼が直面している
問題」、「その問題の重要性や緊迫性についての意識」
、
「その問題に対する関わりの姿勢（た
だ知りたいと思うだけか、より理解を深めたいと考えているのか、解決したいという意思を
もっているのか）
」の４つの枠組みである。実証的調査の結果、問題を数多く認知している
もの、問題の性質をよくつかんでいるもの、問題を解決したいという意欲をもっているもの、
問題の重要性を意識しているものほど多くの情報源に接触し、なかでも印刷メディアに最大
の有用性を認めていることが分かった。その時、
人々がメディアの有用性を判断する基準は、
メディアの信頼性よりは「内容の詳しさやまとまり」
、
「接触の容易性」
、
「メディアの伝達特
性」であるとしている。この研究では、マス・メディア行動は問題解決および意思決定に限
られた領域のものであり、そして、欲求もマス・メディア行動を動機づける極一部であると
している。しかし、マス・メディア利用の効用と評価を欲求という点から把握しようと試み
た点は、「利用と満足の研究」に大きく寄与した 。
一方 Katz ら（1973）は、より一般的な欲求を数量的操作によってクラスターに分類する
ことを試みた。Katz らは充足が期待される社会的、心理的欲求について、従来の研究成果
を参考にして最終的に 35 項目のリストを作成した。その後、調査対象者にその項目が自分
にとってどれだけ重要な要求か尋ね、重要だと答えた項目については新聞、ラジオ、テレビ、
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映画のそれぞれのメディアが欲求を充足させるのにどの程度役に立つかを評価させた。
また、
この欲求を充足させるのにメディア以外の有用性をもつものがあるかを聞いた。その結果か
ら、欲求の間の重要性にどのような相関があるか分析した結果、9 個のクラスターが抽出さ
れた。それは ①自己についての認知的欲求、②自己についての情緒的欲求、③自己逃避の
欲求、④家族との絆を強めたい欲求、⑤友人との関係をめぐる欲求、⑥国、社会、世界に関
する認知的欲求、⑦国、社会の統合に関する欲求、⑧伝統や文化に関する欲求、⑨他者の理
解や接触に対する欲求の９つであった。これらの欲求は、自己に関する欲求、対人関係に関
する欲求や（イスラエルで調査されたため）イスラエル的特徴をもつ欲求まで様々なもので
ある。
また、それら欲求を充足させるのに最も有効なメディアについても調査を行い、自己認知
を充足させるメディアは書籍、情緒的な欲求を充足するメディアは映画、社会的・政治的事
象に関する欲求や他者との比較を必要とする欲求を満足させるメディアとしては新聞を大き
く評価していることが分かった。欲求を充足させるメディア以外の手段に対する調査では、
多くの欲求が、マス・メディアよりも仕事・趣味・友人・家族・人との話などのメディア以
外の手段によって、より有効に充足されると考える人が多い傾向を見出している。つまり、
欲求は「機能的代替手段」によって、マス・メディアと同様に、あるいはそれ以上に充足さ
れるとしたのである。これは、メディアによる効果は限定的なもので、パーソナル・インフ
ルエンスの方がより効果的とするこれまでの効果研究での指摘が欲求と満足の研究でも支持
されたものであるといえる。
つぎに、多様なメディアの欲求に対して充足を提供できるメディアと、特定の欲求の充足
に特化したメディアとがあることに言及している。テレビが前者の代表で、映画は情緒的欲
求と友人との関係をめぐる欲求に特化したメディア、新聞は社会や政治に関する欲求を満足
させるのに特化したメディアとしてあげている。さらに、この研究で扱ったテレビ、ラジオ、
新聞、本、映画の５つのメディアは、機能的近さによって、円形に配列出来るとした。すな
わち、本 - 新聞 - ラジオ - テレビ - 映画 - 本といった円形に配列されるのである。このメディ
ア間の親近性は、技術的伝達特性、内容、接触様式などの近似性に起因するものである。
受け手の欲求に関する、より心理的な理論も提示された（McGuire,1974）
。この理論はま
ず欲求を認知的欲求と感情的欲求に分けた上で 3 つの次元を付加するものである。それらは、
メディア利用動機が「能動的」か「受動的」か、目的が「外的志向」か「内的志向」か、志
向性が「成長」か「安定」か、という次元である。これらの欲求を組み合わせることで、メ
ディア利用に関する 16 の動機タイプができるとした。例えば、それは新聞を読むことによ
る「認知的―感性の追求」という動機は認知的、能動的、外的志向、安定志向であり、テレ
ビドラマの「人間行為のモデルを発見するという目的」の動機は感情的、能動的、内的志向、
成長志向の欲求であるとしている。
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これらの研究は、マス・メディア接触の動機である人々の心理的欲求を体系的に類型化し
ようと試みたものである。これら研究は人間の欲求の全領域に渡るものではないが、マス・
メディア利用における人々の欲求を具体化しようとした点は評価に値するものであり、
また、
その方法においても後の「利用と満足研究」に示唆する部分が多いと言える。
（2）充足のタイポロジー
メディア接触から得られる人々の充足も多様であり、欲求との関連づけのためにも充足を
なんらかの形で整理することは必要である。1940 年代の「利用と満足研究」では充足様式
が発見されたものの、量的調査の手続きを欠いていたので、客観的なカテゴリー化までは進
まなかった。利用と満足研究を理論的に一般化するために、ひろい適用性をそなえた充足の
タイポロジーは必要であった。
McQuail ら（1972）は、テレビをめぐる従来の議論が「逃避仮説」で片づけられているこ
とに異議を唱えた。
「逃避仮説」とは、テレビ視聴者は逃避をもとめて逃避的な内容の番組
に埋没し、逃避的な満足を得るという仮説である。McQuail らは逃避仮説の大部分は間接
的な証拠から推論されたもので、直接的な検証は行われなかったこと、これを無批判に受け
入れることは、受け手の動機の多様性と複雑性を過小評価することに繋がるとした。
そこで McQuail らは、視聴者がテレビから引き出している充足をタイポロジー化するこ
とを試みた。まず、テレビ、ラジオから放送されたニュース、クイズ、ドラマのなかから６
つの番組を選び出し、それらを視聴している少数サンプルを対象に面接調査を行った。その
後、面接調査をもとに充足項目リストを作成した。つぎに、作成されたリストをもとに、番
組の視聴者集団を相手に充足項目に対して４段階で評価するように求めた。以上の手続きに
よって得られた結果をクラスター分析かけて、いくつかの充足タイポロジーを抽出し、また、
これらクラスターの項目と視聴者の属性との相関関係を分析し、どのような視聴者がどのよ
うな充足を番組から引き出しているかを提示している。
しかし、McQuail らの主な関心は質的に記述するアプローチから量的に把握することにシ
フトしていくことにあり、McQuail らがはっきり述べているように、この研究の特徴はつぎ
のようなものである。それは、質的な記述にとどまっていた「利用と満足研究」の充足様式
を克服し充足様式の量的把握を試みた点、客観的手続きを明示することで時間と場所を変え
ても同じ調査が可能になった点などである。
ちなみに、McQuail らがメディアと人との相互作用における充足のタイポロジーを試論的
に作成して提示した内容は、次のようなものである。
1．気晴らし（Diversion）
①日常生活の様々な制約からの逃避
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②解決しなければならない諸問題の重荷からの逃避
③情緒的な解放
2．人間関係（Personal Relationships）
①登場人物への親近感
②社会関係にとっての効用
3．自己確認（Personal

Identity）

①自分を位置づける座標軸の獲得
②現実に対する対処の仕方の学習
③価値の強化
4．環境監視（Surveillance）
（間接的環境に関する情報に接して、パブリックな問題についての意見や行動を決定する

うえでの指針や示唆を得る）
充足タイポロジーについては、その後多くの追試的研究がなされている。例えば、日本で
の先駆的な研究としては、視聴者参加番組を対象としたもの（マスコミ受容過程研究会、
1977）やテレビと子供に関する調査（水野、1977）などがあり、異なるメディア、異なる国
の調査によってもその妥当性はおおむね支持されているようである。しかし、あくまでもこ
れらのタイポロジーはテレビを中心とした既存のメディアにおけるものであり、メディアの
個人化と双方向的メディアが発達した現代においてもそのまま当てはまるかは未知数であ
る。もし当てはまるとしても、McQauil らが提示した 4 つの充足タイプで現代のメディア環
境における充足を全て説明することは不可能だろう。これらの充足のタイポロジーを批判的
に受け入れ現代のメディア環境に相応しく補完することが今後の課題として残っている。
（3）「利用と満足研究」の理論化
1960 年代後半以降、
「利用と満足研究」は再発見され、数多くの経験的研究が行われる
ようになったが、その際の基本的な前提として、Katz ら（1974）は次のようなメディアの
選択過程の理論を提示している。それらは「①社会的・心理的な要因が②欲求を生み出し③
その欲求から期待が生まれ④この期待がマス・メディアなどの情報源に対する⑤様々な接触
をもたらし⑥欲求の充足⑦それ以外の帰結をもたらす。
」という内容であった。
一方、竹内（1976）は、次のような「利用と満足研究」におけるメディア行動の理論を提
示した。それは「社会的条件」が、
「特性」をもった個人のなかに、充足を求める「要求」
を生み出し、その「要求」が「マスコミ接触」に繋がるには、過去の充足経験に基づく「メ
ディア・イメージ」や、その場の「外在的条件」が、動機づけを促進する方向に作用するこ
とが前提になり、
「マスコミ接触」の行動が起きる。このとき「外在的条件」
、
「メディア・
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イメージ」が動機づけを阻害する方向に作用した場合、
「メディア以外の充足手段」への接
触がおきるか、あるいは「マスコミ接触」行動は起きなくなる。
「マスコミ接触」への動機
づけが生じ、接触行動が起きた場合は、心理的過程のなかになんらかの「充足」がもたらさ
れ、「充足」の累積は「メディア・イメージ」を形成するとした。
また、Rosengren（1974）は①人間の基本欲求が②個人的特徴あるいは③メディア環境を
含む社会環境と相まって④利用者自身の問題の⑤解決策を認識し⑥動機が生まれ⑦メディア
を消費するか⑧メディア消費以外の行動をおこし⑨満足するか、満足しないかによって⑩個
人的特徴⑪または社会環境にフィードバックされ、それがまた基本的欲求の構築にも影響す
るといったパラダイムを提示した。
これらの理論体系はディテイルな部分では相違点も見られるが、大きな流れは共通点を見
せている。それは、メディア利用者の社会的条件や個人的特性から、動機もしくは欲求が生
まれ、メディア接触あるいはその他の行動をとることによって充足を得るという流れである。
このような流れは実証的な研究にあたっても重要な目標点を示唆するものである。
しかし、1970 年代の「利用と満足研究」は、個人主義的、経験主義的、機能主義的、功
利主義的、現状肯定的などと批判がなされてきた。その中には、利用と満足において重要な
概念である、能動性、要求、充足、動機、機能などの概念が曖昧で、
「利用と満足研究」の
中でしばしば混同されて用いられているとういうことへの批判、
異なった利用のパターンや、
そのような利用によって満足させられる要求や動機を実際に生み出すような様々な個人的、
社会的、環境的影響を顧慮していないということへの批判、文化的意義の判断を留保すると
いう価値自由の立場をとることによって、現在の政策を維持し、その結果が社会の保守化へ
つながっているということへの批判など、様々な批判がある（田崎ら，1996）
。
これらの批判は、
現在の「利用と満足研究」においても指摘されつづけている部分である。
人間の欲求の構造はほとんど解明されていないままであり、能動性についても否定的な見解
がより多く見られる。しかし、McQuail（2005）が指摘するように、動機が見出しやすい特
定タイプのメディア内容や利用行動パターンを探るためのニューメディアについての「利用
と満足研究」のアプローチは、今にも有効であると考えられる。
  

５．1980 年代の「利用と満足研究」
1970 年代の批判から、
1980 年代に入ると「利用と満足研究」は様々な理論的統合を試みて、
充足に対する期待 - 価値理論、充足と効果の交換過程理論、受け手の能動性といった理論体
系が研究されるようになる。ここでは、期待 - 価値理論と受け手の能動性理論をとりあげる。
（1）充足に対する期待 - 価値理論
Palmgreen ら（1985）の期待 - 価値理論は人間の一般行動を説明する「期待 - 価値」モデ
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ル（Feshbein & Ajzen，1975）を応用してモデル化したもので、メディア利用の動機を信念、
評価、メディアから期待した満足、メディアから得られた満足といった概念で構築した理論
であった。メディアは受け手に報酬を提供し、受け手は過去のメディア経験を基に報酬を期
待するという考え方である。受け手が得た報酬は、その後メディアを選択する際の選択の指
針を与える。

信念（beliefs）

対象

追求される満足

X

メディア利用

獲得された満足

（Gratifications Sought）（Media Consumption）（Perceived Gratifications Obtained）

評価（evaluations）
＜図．メディア利用に関する期待 - 価値モデル＞ （Palmgreen ＆ Rayburn，1985）

このモデルの諸要素の関係は、以下のような公式で表すことができる。
GSi ＝ biei
ここで追及される満足 GSi（ith gratification sought）は、対象（X）から追及される満足
を示す。信念 bi（beliefs）は、対象（X）が持っている何らかの属性、または X に関連する
行動による信念を示す。評価 ei（evaluations）は、X の特別な属性や結果に対する感情的評
価を表す。この理論では、メディアが提供する利益と受け手がその利益に対して行う価値づ
けによってメディア利用が説明され、満足に対する能動性だけではなく回避によってもメ
ディア利用が形成されるという。そして、
期待した満足よりも獲得した満足の方が高い場合、
メディアに対する注目度や評価も上がるという。また、逆のパターンも存在し、期待した満
足より得られる満足が小さい場合、視聴率の低下や新聞売上の低下につながるというのがこ
の理論の概要である。
ここでは、既存のメディア利用モデルで見られた動機または欲求を排除してその代わり追
求される満足（Gratifications Sought）という概念を用いている点など、既存の理論体系か
らの進展もみられるが、一見似たような概念にみえる「欲求」と「追及される満足」との関
係性、区別ははっきりしないままで終わっているようにみえる。このような傾向は最近の「利
用と満足研究」においてしばしばみられる部分である。
「欲求」の体系化が明確にされてい
ない現状と「欲求」という概念が機能主義的であるという批判があるなかで、
「欲求」を代
替した理論モデルの登場は必然的な選択ではないだろうか。いずれにせよ「欲求」もしくは
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それに替わる概念は「利用と満足研究」において欠かせない部分であることは確かであると
考える。今後も「利用と満足研究」の理論モデルの発展のカギはこの「欲求」をどのように
解釈し、位置付けるかによるであろう。
（2）受け手の能動性
「 利 用 と 満 足 研 究 」 は、 受 け 手 の 能 動 性 を 前 提 と し て い る。 例 え ば、Palmgreen &
Rosengren（1985）は利用と満足の理論の前提を、受け手は能動的であること、メディア利
用はたいていの場合目標指向的であること、メディア利用は他の欲求充足の源泉と競合して
いること、欲求とメディア選択と結びつけるのは受け手のイニシアチブであることなどを指
摘している。
また、能動性という用語が多義的であることから、Blumler（1979）は、能動性に効用
（utility）、選択性（selectivity）
、
接触の意図性（intentionality）
、
影響への抵抗（imperviousness
to influence）の 4 つの側面があることを主張した。 受け手の能動性に関する議論がかみ合
わない原因としては、能動性を考えるときに「利用と満足研究」では、効用、選択性、接触
の意図性の３つを受け手の能動性として考えるが、受け手の能動性に懐疑的な論者は影響へ
の抵抗性の意味での能動性を考えるので、受け手の能動性に対する議論がかみ合わない場合
が生じるとしている（竹内ら，2005）
。
Levy & Windahl（1985）は上記の能動性を細分化して、選択性、関与、効用の 3 つのタ
イプの能動性が、メディアの接触前、接触中、接触後で異なっていることを指摘し、9 つの
タイポロジーを提示した。このタイポロジーでは、異なるタイプの「能動性」が、コミュニ
ケーション過程の各々の段階に関係していることを示している。すなわち、Levy らは、
「選
択性」、「関与」
、
「効用」の３つの能動性が、メディアの「接触前」
、
「接触中」
、
「接触後」で
異なっているとしている。それらは、①メディア接触前の選択性として「選択的接触追求」
、
②メディア接触中の選択性として「選択的知覚」
、③メディア接触後の選択性として「選択
的記憶」、④メディア接触前の関与として「接触の予期」
、
⑤メディア接触中の関与として「注
目」「意思形成」
「疑似的相互作用」
「同一化」
、⑥メディア接触後の関与として「長期的同一
化」「空想化」、⑦メディア接触前の効用として「交換貨幣」
、⑧メディア接触中の効用とし
て「得られた充足の効用」
、⑨メディア接触後の効用として「話題としての利用」
「オピニオ
ン・リーダーシップ」の９つである。
「能動性」概念は、受け手の能動性をどの角度からとらえるかによってさまざまな議論が
あり得る。また、受け手の能動性の程度についての議論も絶えず続けられてきた。しかし、
能動性を強調しすぎてマス・コミュニケーションの影響を過小評価しても、能動性を完全に
無視してマス・コミュニケーションに無防備な存在として受け手をとらえるのも性急な結論
になりかねない。ここでは、能動性の意味をバランスよくとらえることが重要であると考え
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られる。しかし、マス・コミュニケーションの内容の範囲内で行われてきた既存の能動性概
念は、新しいメディアの登場とともにその意味を再検討する必要性に迫られている。例えば、
インターネットにおける「能動性」は既存のテレビや新聞における「能動性」とは違うもの
になるはずである。それは主にメディア消費の過程のなかで明確に区別されるだろう。 テ
レビや新聞の内容を消費する際に人々は送り手から送られたメディア内容を能動的に解釈し
て受け入れるというのが「利用と満足研究」の前提であるが、インターネットでは送り手か
ら送られたメディア内容を能動的に解釈した人々が今度は自分が送り手になりメッセージの
送信という能動性を発揮するチャンスを得ることができる。このような形態は口をメディア
とした対人コミュニケーションや手紙のような古いメディアのそれに類似しているように考
えられる。このように、メディア環境の変化は「利用と満足研究」の新たな課題を付与する
こととなった。1990 年代以後の
「利用と満足研究」
はこのような時代的必要性を背景にニュー
メディアにおける「利用と満足研究」に旺盛に取り組むこととなる。
６．1990 年代以後の「利用と満足研究」
1990 年代に入ると、脱マス化、メディアの個人化、インターネットの登場、双方向的メディ
アの登場などメディア環境の変容とともに、
「利用と満足研究」は新たに理論の拡大を試み
るようになった。しかし、動機や欲求といった概念は曖昧なままで、特に動機の尺度を決め
るのが困難ということから動機または欲求に変わる概念の模索が続けられている。
例えば、池田（1990）は、受け手がもつコミュニケーション目標という概念を用いている。
メディア内容の利用や満足に、受け手がおかれた社会的・心理的な状況との関係があるとし、
また受け手がもつコミュニケーション目標を想定している。ここでいうコミュニケーション
目標とは、コミュニケーションによって何かを達成することだけではなく、他者やメディア
からの情報を利用したり、楽しんだりするのも、コミュニケーション目標であるとしている。
従来の研究ではコミュニケーション目標は「情報ニーズ」という形で論じられてきたが、こ
のニーズ、つまり欲求という言葉が機能論的で、タイポロジー化されてないことなどをあげ、
コミュニケーション目標という情報処理的意味を含む概念に代替している。池田（1990）は
また、このコミュニケーション目標を目的性の目標とコンサマトリー性の目標の２つに分け
ている。
その中でもニューメディア研究においてコンサマトリー性の目標を重視しているが、
コンサマトリー性の目標とは、何か特定のものを得るというところには目標がなく、あるこ
とを体験すること、あることをおこなうプロセスの経験それ自体が目標になる類のものであ
るとしている。いわばこれは、
ただプロセスを楽しむプロセス志向性の目標であるといえる。
こういったコンサマトリー性目標への能動性を強調する背景には、電子メディアなどのメ
ディア機器の発達とメディア内容の多様化があげられる。パソコンやケーブルテレビなど、
受け手が能動的に参加できたり、メディア内容の選択の幅が広がった情報環境のなかで利用
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者のメディア利用行動を適切に把握するためには、
新しい理論的枠組みが必要だからである。
さらに、「利用と満足研究」における能動性というテーゼも、受け手の解釈行動の能動性よ
りも、選択・利用の能動性へ重点をシフトすることが必要であることを示唆した。
2000 年代に入ると、
「利用と満足研究」は CMC（Computer mediated communication）
、
SNS（Social network service）といったメディアに研究の領域が拡大していく傾向をみせ
ている。そのなかでも、Lo ら（2009）による IM（Instant Messaging）と e-mail の利用調
査は、満足機会（gratification-opportunities ）という概念をもちいて、メディア間の比較を
行っていることで注目する価値がある。 満足機会（gratification-opportunities）とは、ユー
ザの属性の代わりにメディアの属性を反映するという点で追及された満足（gratifications
sought）、獲得された満足（gratifications obtained）とは異なるものとして、限られた時間
のなかで、メディアが利用者に与えうる満足の機会の差を意味するものであるとした。 例
えば、新聞、テレビ、ラジオのような伝統的なメディアを利用しようとするときは、限られ
たスケジュールのなかで利用の柔軟性が低くなるが、PDA、携帯電話、iPod のようなニュー
メディアはいつでもどこでもアクセスすることが可能であり、これらの新たな CMC メディ
アは、古いメディアとは異なる満足機会を提供しうるのである。
この満足機会の概念はメディ
アの属性に注意を払うことで、新たなパースペクティヴを提供するのである。
これらの研究以外にも、近年の「利用と満足研究」はマス・メディアだけに止まらず、多
様なメディアへとその適用範囲を広げ成果をあげている。近年の研究は理論的には過去の研
究を踏襲してはいるものの、インターネット、パソコン、ケーブルテレビ、携帯電話など今
までのメディアとは一線を画すメディアにおける「利用と満足」の構造の概要を提示してく
れるという点でそれなりに価値があると考えられる。
そこで、体表的な近年の利用と満足調査をここにあげてみる。 Finn（1997）は大学生
219 人を対象にした調査において、受け手のメディア接触の動機をパーソナリティから探ろ
うとする研究を行った。テレビ視聴、ラジオ聴取、楽しむ読書、映画観覧と、５つのパーソ
ナリティ特性との相関関係を分析した。５つのパーソナリティ特性とは、神経質的な性格、
外向的な性格、開放的性格、愛想のいい性格、慎重な性格で、これらはそれぞれ、開放的性
格と楽しむ読書との相関、外向的性格と楽しむ読書との負の相関、開放性とテレビ視聴との
負の相関をあらわした。また、外向的性格と愛想のいい性格はメディアを利用しない活動、
特に会話を好む事が分かった。
パソコンとインターネットの調査からは Perse & Dunn（1998）がパソコンの利用の調査
で、エンタテインメント（Entertainment）
、逃避（Escape）
、趣味（Habit）
、暇つぶし（Pass
time）といった利用パターンと、CD-Rom 所有者の場合は特に学習や逃避の利用パターンが
現れるとしている。 Ferguson & Perse（2000）は、インターネットのウェブサイト利用に
おいても、テレビと同じような「利用と満足」の充足パターンがみられるかどうかを検証す
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るために、テレビの場合と共通の充足設問を用いた調査を行った。その結果、エンタテイン
メント（entertainment）
、暇つぶし（pass time）
、リラクゼーション（relaxation）
、社会的
相互作用（social information）に関して、ウェブ利用とテレビは同じような機能を果たして
いるとしている。ウェブサイト利用は特に気晴らし的に使われていることがわかったが、テ
レビほどはリラクゼーション的な役割を果たしてはいないという結果も得られている。
Stafford ら（2004）のインターネットの利用と満足研究では、テレビの研究でも見られるプ
ロセス的満足やコンテンツ利用の満足の他、社交的利用の新しい利用パターンを提示した。
Kaye ら（2002）は、
ウェブ上の政治情報の利用と満足研究で、
政治的ガイダンス（Guidance）、
情報監視（Information

Seeking/Surveillance）
、エンタテインメント（Entertainment）、

社交的効果（Social Utility）といった効用を明らかにした上で、社会的・心理的状況や政治
的態度と 4 つの効用因子との相関を調べ、自己効力感と強い相関を明らかにした。 小笠原
（2006）はオンラインコミュニティの類型を利用した利用と満足研究から、既存集団が母体
となる既存集団型とオンラインだけで交流する関心集団型による利用行動の相違を発見して
いる。八ッ橋（2004）は、
「ウェブコミュニティグループ」
「情報利便グループ」
「低効用グルー
プ」の 3 つにインターネット利用者グループを分け、
「ウェブコミュニティ性」
「情報利便性」
「副次利便性」といったインターネット効用因子との相関関係と、テレビとの代替効果を考
察している。小寺（2009）は若者の SNS の利用と満足研究から、
「既存の関係の強化」
「知識・
情報獲得」
「新たな出会い」という SNS の効用を明らかにし、特に既存の関係の強化の側面
が SNS の基盤となっている可能性を指摘している。さらに、携帯メールや対人志向性と
SNS との関係を調査し、いずれも既存の関係の強化としての側面が強いとしている。
電話や携帯電話の利用と満足調査については、川浦（1989）が大学生を対象にメディアと
しての電話の効用を調査し、孤独解消、暇つぶし、おしゃべり、人との結びつきを強めるな
どの「目的的コミュニケーション」の効用と、情報を入手する手段、生活を合理化する手段
など「道具的コミュニケーション」の手段としての効用、
「緊急連絡の手段」の 3 つの効用
を抽出した。携帯電話の利用と満足研究では、中村（1996）が兵庫県南部の携帯電話加入者
1,500 人を対象とした調査から、4 つの因子を抽出している。具体的には、仕事上の指示や
問い合わせ、仕事上の緊急連絡手段確保、仕事のスケジュール調整、仕事上の注文の受発注
といった仕事上での道具性因子、ステータスシンボル、おしゃべり、プライバシー確保、通
常の電話の代わり、挨拶や近況報告の自己充足性因子、私的なことに関する指示や問い合わ
せ、私的なことに関するスケジュール調整などの私的用件の道具性因子、移動しやすくする
ため、他人がいつでも連絡がとれる、工事現場など電話がないところでの連絡、病気や事故
などのいざという時の備えなどの安心因子の 4 つである。基本的には通常の電話の道具性、
自己充足性、安心の因子と共通しているが、道具性因子が仕事上と私的用件の 2 つに分かれ
て現れている。Leung & Wei（2000）は香港での 834 人の携帯電話の利用者を対象として
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調査を行った結果、ファッション・ステータス（Fashion/Status）
、情緒・社交性（Affection/
Sociability）、気晴らし（Relaxation）
、可動性（Mobility）
、アクセスの即時性（Immediate
Access）、仕事の道具（Instrumentality）
、安心（Reassurance）の 7 つの因子を抽出した。
さらに、バス、車、電車、レストランなどの都市空間と因子との関連を調べ、可動性やアク
セスの即時性の因子がそういった場所と強く関連していることを明らかにしている。Aoki
& Downes（2003）は大学生を相手にして質的、量的調査を行い、現代の必需品（necessity
in modern times）
、 コ ス ト 効 率 性（cost eﬃciency）
、 安 全（safety/security）
、依存性
（dependency）、否定的効用（negatives）
、機能性（functionality）の 6 つの因子を抽出した。
また、VCR の利用と満足研究や（Rubin & Bantz, 1989）
、ビデオゲームの利用と満足研
究（Lucas & Sherry ら，2004）においても利用と満足研究が行われるなど、ニューメディ
アの研究分野で、利用と満足研究のアプローチは広範に渡って用いられている。
このように近年の「利用と満足研究」は、マス・メディア研究のツールだけではなく、多
様なメディアの特性と人々との関連を探るツールとして、その適用範囲を広めつつあるよう
に見える。現代の情報環境においてはマス・メディアが受け手に「情報処理してくれる」情
報環境から、受け手側が情報を選び、情報処理する情報環境へと変化したことは、ニューメ
ディア研究において受け手の能動性がより注目される要因となったともいえるだろう。とい
うことから、近年は多くのニューメディアの利用と満足構造を説明する際に利用と満足研究
は有効性を見直され、研究成果も益々増えている。

7．まとめ
1940 年代アメリカから始まった「利用と満足研究」は、当時の最先端のメディアであっ
たラジオの効用とそれの聴取者との関係性を明確にするためのアプローチであった。全米に
普及し始めていたラジオの利用動向の実態の把握に対する社会的要求、また、ラジオに期待
されていた教育的機能に対し娯楽的利用が圧倒的に多かったが、人々がその娯楽的利用から
教育的効用を引き出しているという知見も存在し、ラジオの機能の詳細を明らかにしたいと
いうのが研究の発端となった。ラジオ研究を皮切りに新聞や読書に対する
「利用と満足研究」
が行われたが、当時の研究は、統計的手法を用いない少数のサンプルを対象にした質的調査
に止まっていたため、抽出された満足パターンは一般化されないまま終わっていた。このよ
うな調査方法の限界は「利用と満足研究」が一時的に停滞する原因となったが、
マス・コミュ
ニケーションの受容過程において受け手の能動性を付加することで、受け手に対するマス・
メディアの強力な影響という当時の受容過程研究の流れに新たな可能性を加えることとなっ
たと考える。
その後、「利用と満足研究」は停滞期を迎えるが、そのようななかでも人々の社会的・心
理的先有傾向とメディア利用パターンとの関係性に注目した研究が 1950 年代に行われた。
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また、大衆文化批判論者による「逃避仮説」など、メディア利用に関する一方的な批判に対
する反論を提供しうるアプローチとしての可能性を認められ再び注目されるようになった。
このような「利用と満足研究」の再認識は、このアプローチを通じて利用者側の多様な効用
を測定できるということが前提となった。さらに、効果研究における媒介変数として「利用
と満足研究」の重要概念である「欲求」
、
「充足」などを取り入れることの主張がなされ、
「利
用と満足研究」の復活の契機となった。当時効果研究においてはメディアのメッセージと効
果との直接的な因果関係が発見することができず、効果とメッセージとの関係性を明確にす
るため受け手側に目を向ける必要があったのである。しかし、この時代においても「利用と
満足研究」が体系的に確立することはなかった。
「利用と満足研究」の理論化と用語の整理などが行われるのは 1970 年代に入ってからのこ
とである。1970 年代はテレビの普及を伴いテレビが社会と人間に及ぼしうるさまざまな影
響に対して多様な角度からの研究が行われた。
「利用と満足研究」はこのような社会背景と
理論的発展の可能性への期待から 1970 年代以後、理論的体系化が試みられるようになった
と考える。
まず、
「欲求」の体系化が試みられたが、
「欲求」は「利用と満足研究」の理論的発展の
ために必要な必須概念であったためであった。なぜなら、
「利用と満足研究」は受け手の能
動性を前提としているため、人々のメディアに対する能動性を成立させるためには能動的利
用のもととなる「欲求」または「動機」が必要になるからである。しかし、
「欲求」と「満足」
は明確に区分されることなく、
「欲求」は「満足」から推論されることが多かった。そこで、
1970 年代の研究では「充足」の体系化に対する試みがみられメディアに限った欲求パター
ンではあるが、いくつかの欲求の構造が測定されたのである。しかし、これらのパターンは
当時の体表的ないくつかのメディアから得られたものであり、その測定法においても議論の
余地は残ると考える。
「欲求」と対を成す「満足」に対しての研究も行われ、メディアの充
足のタイポロジーが提示された。McQuail らによるこの研究では調査方法において、数量的
調査とその研究の手続きが提示され、
「利用と満足研究」の弱点とされてきた研究方法の改
善がなされた。この時期には「利用と満足研究」の一般化モデルもいくつか提示され、研究
の理論化が進められた。提示されたこれらのモデルは枝葉的な部分では相違点がみられるも
のの、中心となる部分は共通点を共有しており、その後の利用と満足モデルの基本骨格を提
示したと考えられる。
1980 年代の研究は、これまで作り上げられた理論的枠組みの成果から理論的統合と精緻
化が試みられた。充足に対する期待－価値理論、受け手の能動性の理論体系化などはこの時
期の成果である。
「利用と満足研究」における「欲求」や「能動性」などがこれまでの、「利
用と満足研究」に対する批判をふまえた形で 新しく提示された。1970 年代以後、
「利用と
満足研究」は機能主義的、経験主義的、功利主義的などと批判されてきた。また、機能、動
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機、能動性、充足、欲求など用語の曖昧さも批判の的となったため、1980 年代の研究はこ
れらの批判に対する答えという形となった。しかし、これらの研究成果がかならずしもこれ
までの批判を解消できるような完全なものになっているわけではない。まず、機能主義的と
いう批判から「欲求」という概念をあまり使わなくなったが、
その中身自体はそれほど変わっ
ているかは疑問である。また、受け手の能動性については、影響への抵抗に対する能動性と
いう認識から能動性をより消極的にとらえることで批判をかわしていたと考えられる。
近年のメディア環境の変化とともに「利用と満足研究」もその研究の対象をインターネッ
ト、携帯電話、ケーブル・テレビなどのニューメディアにシフトすることになった。新たな
メディア環境では、
今まで議論されてきた「欲求」や「充足」
「能動性」などの意味も変わっ
、
てくることは自明である。
そこで、ニューメディアに対するさまざまな「利用と満足研究」が行われてきた。これらの
研究は理論的な深化はさほどみれないものの、急変したメディア環境において期待と不安の
目で見られてきたニューメディアの実体と受け手との関係性を引き出しているという点で評
価できるだろう。
既存の「利用と満足研究」では、メディアの充足のタイポロジーや能動性の細分化などの
研究がおこなわれてきたが、これらの研究はいずれもテレビを中心とした既存のメディアの
ものである。近年のメディアはその技術的特徴からして既存のメディアとはその形と利用方
がまるで違う。メディアの個人化、受け手と送り手との境界線の喪失、メディアのソーシャ
ル化など、現在のメディアはテレビ、新聞、ラジオなどのマス・メディアの機能はもちろん
のこと、原始的なメディアの機能さえも技術的に進化した形で吸収している。これからの
「利
用と満足研究」は、既存の研究成果を継承しつつ、ニューメディアの技術的特徴をとらえた
新しい理論モデルと、能動性や欲求、充足などの概念の再確立が必要になるだろう。
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History and Current Meaning of Uses and
Gratifications
YOON, Chanki
Article
There are“media effects study”and“uses and gratifications study”concerning the
research into the acceptance process of mass communication, but compared to“uses and
gratifications”, there is no obvious reason for the concentrated research on“media
effects”. Although there have been various critical evaluations since putting out research
results for the first time in the 1940s,“uses and gratifications study”have been successful
concerning research in the field of mass communication where they achieve good results
in so doing until today. In addition, owing to both events : the change of the media
environment in recent years and the focus on audience activity,“uses and gratifications
study”have been attracting attention again as a tool to approach new media. Therefore,
through this study, we wanted to explore the current meaning and importance of“uses
and gratifications study”while reviewing the major achievements of past researches.
Keyword: uses and gratifications, new media, audience
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