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 1. はじめに
〜「＃ 8 月 31日の夜に。」イタリア賞受賞〜

2018年9月，放送番組などの世界で最も権
威ある国際コンクールのひとつ，「イタリア賞」1）

で，NHKの番組が，ノンフィクション番組に関
連したオンラインコンテンツを対象とする「ウェ
ブ・ノンフィクション部門賞」を受賞した。番組
は，2017年8月31日に放送された『ハートネッ
トTV＋生きるためのテレビ「＃8月31日の夜
に。」』。テレビとウェブサイト，SNSを連動さ
せて，新学期を前につらい気持ちを抱える10
代の若者たちの声に耳を傾け，彼らの“居場所”
を作ろうとした試みだった。同番組は，229の
全出品作品の中で最も優れた作品に贈られる

「イタリア共和国大統領特別賞」も受賞した。
この番組が放送された17年8月末，NHK

はほかにもEテレを中心に関連番組を放送し，

調査研究ノート

2年目の「＃ 8月31日の夜に。」
〜“公共メディアによるキャンペーン”の可能性〜
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夏休みの終わり，新学期を前に憂うつな気持ちや不安を抱える10 代の若者たちの声に耳を傾けようと，NHK
は，2017年に続いて2018 年の夏も，キャンペーン「＃8月31日の夜に。」を行った。今年も，Eテレの番組を中心
に，ウェブサイトやSNSとも連動させた。キャンペーンの中心となった『ハートネットTV』は2年目を迎えて，キャ
ンペーンを8月31日前後に集中的に行うだけでなく，夏休み期間を通して“もやもやした気持ち”などを吐き出す場
として「2018夏休み ぼくの日記帳」を番組サイトに設け，投稿を呼びかけた。また，若者に人気のウェブ上の投稿
プラットフォーム「note」ともゆるやかに“連携”して，キャンペーンがより多くの人に届くように試みた。8月31日の
放送当日には，テレビ放送に加えてネットで「ライブストリーミング」も行い，テレビ離れが進む若い世代にリーチ
しようとした。果たして，2年目のキャンペーンの結果はどうだったのか。“10 代の居場所”を作ることができたのか。
NHKが目指す“公共メディア”のひとつのあり方を示したとも言える，今年のキャンペーンについて報告する。

ネットでの取り組みも行う「＃8月31日の夜に。」
というキャンペーンを行った 2）。このキャンペー
ンは若い世代にも好意的に受け止められ，18
年の今年の夏にも同キャンペーンは行われた。
2年目となった「＃8月31日の夜に。」はどのよ
うなものになったのか，番組担当者や関係者
への取材をもとに報告する。

イタリア賞授賞式
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 2. 2年目の「＃ 8月31日の夜に。」

2018年のキャンペーンでは，8月31日（金）
の夜から深夜にかけて，Eテレで『いじめを
ノックアウト』と『ハートネットTV』の特別番
組が生放送された。この日以外にも，8月下旬
から9月初めにEテレで『＃ジューダイ』や『ウ
ワサの保護者会』『地球ドラマチック』など，そ
してラジオ第1でも『“悩める若者たち”への応
援歌3 ～自殺の問題，一緒に考えてみません
か？～』など関連番組が放送された。さらに今
年はBSプレミアムで，人気アニメ脚本家の岡
田麿里さんが自らの過去をもとに脚本を書いた

『学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」
を書くまで』というドラマが放送されるなど，
広がりを見せた 3）。

 3. 『ハートネットTV』の新たな試み

1）一過性に終わらない取り組み
では，キャンペーンの中心となった『ハート

ネットTV』の取り組みはどうだったのか。キャ

ンペーンの2年目を迎えるにあたって，渡辺由
裕チーフ・プロデューサー（文化・福祉番組部）
ら番組担当者たちは，「新学期がくるのがつら
い10 代の思いを受け止める場を作る」という
当初掲げた目標は，そのまま貫けばいいと考
えた。しかし2017年のキャンペーン以降，番組
に「理由はわからないけど，死にたい」という
声が数多く寄せられたことを踏まえて，自分で
もよくわからない“もやもやした気持ち”や，そ
れを感じたエピソードを文章につづったり，他
人の文章を読んだりできたら，気持ちの整理
につながるかもしれないと考え，番組サイト4）

に「2018夏休み ぼくの日記帳」（以下，「日記」）
というコーナーを設けた。そして18 年7月18
日，定時の放送枠でキャンペーンのキックオフ
番組を放送。昨年のキャンペーンにも参加した
タレントの中川翔子さんや精神科医の松本俊
彦さんらが出演して，「日記」への投稿を呼び
かけた。日記の募集期間は，7月18日から9
月3日に及んだ。ここには，このキャンペーン
を8月31日前後の一過性の，イベント的なも
のにしたくない，“継続的な場”を用意したいと
いう制作者たちの思いも込められていた。
「日記」の最初のページを書いてくれたのは，

若者に影響力のある詩人の最
さいはて

果タヒさんだ 5）。

JR 渋谷駅の広告

最果タヒさんの「日記」から
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だから，ここで書きはじめよう。

わかりやすくなくても，正しくなくても，

ぼくは，ぼくの言葉をここに残そう。

ぼくが，ぼくのままで生きることができるまで，

ぼくは言葉で生き延びよう。
　　　　　（最果タヒさんの「日記」から抜粋）

　
その後，当事者である10代からも「日記」が

寄せられるようになる（以下，「日記」本文より
抜粋）。

2018年7月18日（水）

しんどいなぁどこに向かっているんだろうなぁ。

周りが羨ましくてキラキラして見えて自分は止

まっているのにどんどん進んでいってる。

もし大学に行かなかったら同級生のSNSをみて

嫉妬感で苦しくなるんだろうな。

何もしたくない引きこもりたいけど周りが進んで

いくのが悔しい
　　　　　　　　　（女性・19歳以下）

2018年7月22日（日）

学校にも家にも居場所がない。

（中略）

自分の名前，自分の顔，好きなもの，好きなこと，

好きな人，嫌いなもの，されていやなこと，自分の

ことがわからない。

頷（うなず）くことしかしてこなかった証拠だ。

自分の痛みもわからないのは少し助かるけど。

なにもできない。なにもする気がしない
（女性・19歳以下）

2018年7月23日（月）

夜，また首を吊ろうと思った。遺書みたいに，殴

り書きでメモを書いて，お気に入りの服を着た。

飼っている猫を抱きしめて，心の中でさようなら

と言った。でも，足が離せない。試しに足をつい

たまま首に体重をかけてみても，そんなに痛みは

感じないのに。

私，本当はまだ死にたくないのかな，本当は死

ぬのが怖いのかな，まだやり残したこと沢山ある

かも，将来の夢だってあるのに。
（女性・19歳以下）

「日記」の投稿を受けて，番組担当者は期
間中ほぼ毎日，ツイッターの番組公式アカウン
トで「日記」の一部を投稿し，ほかの人たちに
もキャンペーンのことを知ってもらおうとした。
このツイートがさらにほかの人のツイートを呼
び，リツイートされて情報が拡散。「日記」も
増えていった。

2）8 月 31 日の取り組み
8月31日の放送やウェブサイトなどでの動き

を，時間の経過に沿って見ていく。

●テレビ放送（午後6：55 ～ 8：45）

『いじめをノックアウト スペシャル』

いじめを考えるキャンペーンサイト「ハナシ
ティ」6）に寄せられた投稿をもとに，いじめにつ
いてトコトン語り合う生放送。17年に続いて，
この番組はキャンペーンに参加した。

●ライブストリーミング（午後8：45ごろ～午後10時）

『ハートネットLIVE
〜ぼくは，ぼくのままで生きる〜』

17年と同様に，スマートフォンなどを使って
番組のウェブサイトにアクセスすると配信動画
を見られるようにした。『ハートネットTV』キャ
スターの中野淳アナウンサーと，不登校新聞
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編集長の石井志
し

昂
こう

さんが進行役。『いじめを
ノックアウト スペシャル』に出演した，井上咲

さく

楽
ら

さん（タレント）と寺門亜衣子アナウンサー
も合流して，「＃（ハッシュタグ）8月31日の夜
に」に寄せられた学校への不満や不安，もや
もやした気持ちなど8月31日ならではの思いを
書いたツイートを紹介した。『いじめをノックア
ウト』で放送されたVTRの一部もここで配信。
テレビ離れが進む若い世代に，ネットを使っ
てなんとかメッセージを届けようという試みだ。
また，「ツイッターのライブ動画配信」の仕組
みを今年も使い，ツイッターの「＃8月31日の
夜に」のタイムラインだけを見つめている人にも
届けようとした。

●テレビ放送（午後10：00 ～ 11：00）

『ハートネットTV＋「＃8月31日の夜に。
〜 2018年夏休み ぼくの日記帳〜 第1部」』

10 代のころ悩みを抱えていた，中川翔子さ
ん，ヒャダインさん（音楽クリエイター），大森
靖
せい

子
こ

さん（シンガーソングライター），栗原類さ
ん（モデル・俳優）が，東京の下町を走る“バ
スの車内”から生出演。「日記」を紹介しつつ
語り合った。また，「日記」を書いてくれた3人
の10 代と独自のライブチャットシステムで文字
を介して会話し，思いを受け止めた。

実は「ライブストリーミング」はテレビ放送の

間も続けられ，画面では文字でツイートを紹介
し，音声では“テレビ番組の音声”を配信した。

●ライブストリーミング（午後11：00ごろ～深夜0：00ごろ）

『ハートネットLIVE
〜ぼくは，ぼくのままで生きる〜』

ここからは，いじめられた経験があるという
タレントの秋元才

さや

加
か

さんも加わり，ツイートを
紹介した。そして，最果タヒさんが“声で生出
演”をした。最果さんは自分もネットで日記を
書き，“避難場所”を作っていたなど自分の経
験も踏まえて，若者にエールを送り続けた。

●テレビ放送（深夜0：00 ～ 0：30）

『ハートネットTV＋「＃8月31日の夜に。
〜 2018年夏休み ぼくの日記帳〜 第2部」』

日付が変わった9月1日（土）の深夜0時か
らは再びテレビで，東京スカイツリーの展望台
からの生放送。ここには，日付をまたぐこと
で，“時間の経過”，つまり“どんなにつらい時
間も必ず過ぎていく”ということをより強く10
代に感じてもらいたいという，番組担当者たち
の思いが込められていた。番組の第1部の最
後に募集した「（新学期が始まる）9月3日のぼ
くへのメッセージ」というテーマも，“新学期を
迎えても自分は生きているんだ”という気持ち
を持ってもらおうと設定されていた。出演者は，『ハートネットTV＋』

『ハートネットLIVE』
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放送の最後まで「学校がつらいなら休んでもい
い。外に行けばいい」「命をかけてまで，行か
ないといけないところはない」「ダサい自分を愛
してあげたい」…等 ，々当事者の10 代に寄り
添い，励まし続けた。
「ライブストリーミング」は，第1部と同様の

配信を行った。

今年は，放送後のフォローアップも強化し
た。8月31日深夜に放送を終えたあと，新学
期 7）が始まるまでに土日を挟むため，その間，
当事者たちを放っておけないと考えて番組サイ
トやツイッターで取り組みを行ったのだ。生放
送で話された出演者の印象的なことばや，悩
みの相談窓口 8）についての情報をツイートし，
日曜日の夜には，放送の一部を切り出し「関
連ムービー」としてウェブサイトに掲載した。

3）他のメディアとのゆるやかな“連携”
今年のキャンペーンは，ほかのメディアが

「＃8月31日の夜に。」の趣旨に“共感”してゆる
やかな“連携”をしてくれたことも大きな特徴だ。

若い世代に人気のあるブログ・プラットフォー
ム「note」9）が，NHKのキャンペーンに言及し
たうえで「今まさに悩んでいる10 代の方へ向け
て，noteを書いてみませんか」と投稿を呼びか
けてくれたのだ（8月20日募集開始）。

反響は大きく，1,000を超える投稿が寄せら
れた（8月20日～ 9月7日，以下，投稿本文よ
り抜粋）。

「8月31日の夜，担任の先生から電話がきた。」
内藤みか

いろんなケースがあると思います。

「学校がイヤなら行かなくていい」

これは正しい。

だけど，勇気がなくてそのことを親に伝えること

ができない人もいっぱいいるということを，私は

知ってます。

そういう時は，何かひとつでもいい，楽しみを

見つけると，毎日はほんのすこし変わってきます。

　　

「8月31日の夜に」
吉玉サキ

私は，10代のあなたが「不登校だったけど今は

幸せな大人」を見て安心するなら，いくらでも幸

せアピールを続けようと思います。

私は，幸せは主観だと思っています。

もっと言えば，「状態」ではなく「感情」だと。

だから，私が幸せを感じていれば，私は幸せな

んです。「note」の投稿呼びかけ
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あなたが今日一日の中で，一瞬でも幸せを感じ

られる瞬間があればいいな。

投稿の一部をほんの少し引用したが，実際
は長文のものが多く，形式も，エッセー，日記，
イラスト，写真など多岐にわたっている。投稿
者は自分の投稿を読んでもらいたいので，ツ
イッターやフェイスブックにリンクを張り，「＃8
月31日の夜に」をつけて投稿してくれること
が多い。それがキャンペーンの広がりにもつな
がったと考えられる10）。

多数にのぼったこのお題への投稿に対する
「note」のページビュー（PV）は，約10万（8
月20日～ 9月7日）。「センシティブな拡散しづ
らいテーマなのに，多くの投稿が集まり，これ
ほど PVがあったことに驚いている。書籍化し
てもいいくらいの質の高い投稿が数多く寄せら
れた。こうした形のゆるやかな“連動”を続け
ることができればいいと思う」と，「note」の
水野圭輔ディレクターは話す。

ほかにも，中高生に人気の深夜ラジオ番組
『SCHOOL OF LOCK!』（TOKYO FM）が，
8月30日の放送で，キャンペーンの趣旨と同様
のテーマでリスナーの声を募集してくれたり，
NHKとは言わないものの翌日にテレビ番組の
放送があることをコメントしてくれたり，さらに
番組MCの，とーやま校長と，あしざわ教頭が

「日記」を投稿してくれるなどした 11）。

 4. “公共メディアによるキャンペーン”
      の可能性
1）キャンペーンの成果

果たして，キャンペーンの結果はどうだった
のだろうか？ 8月31日の番組だけに限ると，3
つのキャンペーン番組の世帯視聴率はいずれ

も0.2％（関東地区）であった 12）。
しかしネット上の反響は大きく，「日記」は，

最終的に985件をウェブサイトに掲載した。ま
た放送当日行った「ライブストリーミング」は，
番組サイトでは2017年より多く，約6,400回
再生され，ツイッターライブの同時視聴者数の
ピークは約1万にのぼった。

そして「＃8月31日の夜に」に寄せられたツ
イートは，10 代への応援や，つらい時期を乗り
切った自分の経験を語る大人，率直に自分の
悩みや心の叫びをつぶやく当事者たちからのも
のがほとんど。昨年と同様に，新学期を前に
した特別な時間をともに過ごし，その思いを分
かち合う“真剣な語りの場”が，ツイッター空間
に形成された。8月31日から9月2日にかけて

「＃8月31日の夜に」に寄せられたツイートは，
約4万件だった。

この結果をどう見ればいいのか? 番組担当
者たちが当初考えた，当事者たちの居場所を
作ることは，ネット上ではかなりできたと言え
るのではないだろうか。NHK 編成局のEテレ
担当者も，日頃の定時番組を作るための継続
的な取材があってこそ，こうしたネットと連動
したキャンペーンができる。たとえ視聴率が
芳しくなくても，テレビ番組がきっかけになり，

“ネット上に場を作る”ことができればそれでい
いと考えているという。
“テレビでもネットでも，あらゆる手段を使っ

て当事者にメッセージを届けきる”ことがいち
ばん大事ということが，共通認識となりつつ
ある。もはや，放送を見てもらうように誘導す
るためのネット展開の時代ではない。テレビと
ネットは，視聴者に価値あるメッセージを伝え
るための車の両輪と言えるのではないか13）。こ
れは，イタリア賞の授賞理由として，イタリア
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放送協会が「さまざまなメディアを活用して若
者の自殺という深刻な社会問題に向き合い，
ターゲットである10 代の若者のニーズに効果
的に応えた。放送とデジタル技術を見事に融
合した取り組み」14）と，昨年のキャンペーン番
組を評したこととも符合する。

こういう事例を報告すると，「常時同時配信」
の議論に結びつけられると思うが，今回のキャ
ンペーンでも，スマホなどを使ってライブスト
リーミングを通してテレビ番組に接していた人
が少なからずいる。そうした人にも，番組の“音
声”だけでなく，“映像”も届けることができた
なら，より深くメッセージが伝わったことだろ
う。そうした実態を踏まえて，制度の検討が
行われることを望みたい。

2）“NHK 版ソリューション・
      ジャーナリズム”
「社会に起きているさまざまな出来事や事件

について，その内容や背後の問題点，課題を
明らかにする…ただ，それ「だけ」でよいのか」

「課題解決の場を提供し，生活者とともにどう
すれば解決できるのかを考え，模索していく」

「ジャーナリズムが一方的に解を提供するので
はなくて，巻き込んで一緒に考えていく」15）と
いう“ソリューション・ジャーナリズム”と呼ば
れる取り組みがある。
“公共メディア”への進化を見据えるNHKで

も，これまでの蓄積を生かしてキャンペーンを
展開し，“課題解決”を目指そうという動きがあ
る。いわば，“NHK版ソリューション・ジャー
ナリズム”だ。

キャンペーン「＃8月31日の夜に。」は，10
代の自殺が多いことを問題提起するにとどま
らず，「つらさを吐き出す場所がほしい」という

10 代のニーズに徹底的に応え，ウェブページと
ツイッター空間に“居場所”を提供した。今回
のキャンペーンを見ていて，10 代も大人も，今
の学校へ“強烈なNO”を突きつけていると筆
者には感じられた。その意味で，“学校の問題”
の解決なくして，真の解決にはなり得ないとも
思うが，“当座のソリューション”は提供できた
と言えよう。

福祉分野を専門とするチームが，10 年以上
にわたって自殺関連のテーマと向き合い試行
錯誤する中で若者のニーズをつかみ得たこと，
そして，それに真摯に応えようとしたことが，
期せずして，“NHK版ソリューション・ジャー
ナリズム”を先取りすることにつながったので
はないだろうか。

（たに たくお）

注：
 1） イタリア賞は，テレビ・ラジオ番組の品質向上

と，優れた作品の顕彰を目的に，1948 年に設
立された放送番組の国際コンクール。イタリア
放送協会（RAI）が主催している。詳しくは，
公式サイトを参照。https://www.rai.it/dl/siti/
Page-ff45331e-1864-473a-b552-a6bd6c744ba1.
html

 2） イタリア賞受賞番組とキャンペーンの詳細は，
拙稿「ツイッターに安心して本音を吐き出せる
場が生まれた ～「＃ 8 月 31 日の夜に。」の挑戦
～」『放送研究と調査』2017 年 12 月号参照。
http://www.nhk.or.jp/bunken/research/
domestic/pdf/20171201_0.pdf

 3） 『いじめをノックアウト』と『ウワサの保護者会』
は，放送後，放送内容を詳細に番組サイトで
紹介している。

 4） https://www.nhk.or.jp/heart-net/831yoru/



69DECEMBER 2018

 5） 1986 年生まれ。2008 年，『グッドモーニング』
で中原中也賞を受賞。詩集に『空が分裂する』『死
んでしまう系のぼくらに』，小説に『星が獣に
なる季節』『十代に共感する奴はみんな嘘つき』
などがある。

 6） http://www.nhk.or.jp/ijimezero/
 7） 番組担当者たちは，もちろん新学期がもっと早

く始まっている学校があることを知っていて，
そこへの対応も必要なことは承知している。

 8） 「よりそいホットライン」や「チャイルドライン」
など

 9） 2014 年に誕生した「だれもが創作をはじめ，続
けられるようにする」ことをミッションに掲げ
る投稿プラットフォーム。https://note.mu/

 10） 「note」は広告モデルではなく，サイトにアクセ
スしても広告は表示されないので，NHK とは
相性がいいのではないかと考えられる。

 11） 8月31日の放送中には，「YAHOO! JAPAN」の
トップページに，10代の若者を応援するネッ
トの特集記事へ誘導するバナーが貼られたり，
9月2日には，「YAHOO! ニュース」のトップ 
ページに，不登校新聞の石井編集長の書いた
記事「「明日の学校はムリかも」と迷っている
人へ　中学3年生を丸ごと休んで得られた6
つ の 結 論 」（https://news.yahoo.co.jp/byline/
ishiishiko/20180902-00095018/）が紹介された
りするなど，他のネットメディアでも，この
テーマが8月末から9月初めにかけてよく取り
上げられ，社会への広がりが感じられた。
10代に影響力を持つYouTuberと“連携”すれ
ば，若い世代にもっとリーチできるのではない
かという助言を筆者はもらったので，今後の参
考にしたい。

 12） ビデオリサーチ調べ
 13） 筆者は 8 月 31 日の夜，ずっとテレビとネットを

見続けたのだが，テンションの高いテレビ放送
と“ゆる～い感じ”のライブストリーミングが
交互に出てくることで，一視聴者としても，う
まくバランスがとれているように感じた。

 14） NHK 広報局「報道資料」（2018 年 9 月 28 日）

 15） 北原利行「地方紙が地域課題解決の核に カギは
当事者報道にあり」『Journalism』no.326（2017
年 7 月，朝日新聞出版）

（URL は 2018 年 10 月時点のもの）


