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　インターネットの普及を背景に，放送事業者によるVOD型サービスが活発化しているが，こう
したサービスにSNSの要素を加えることによって，ネット上に放送番組が媒介するコミュニケー
ション（＝「公共の広場」）を生み出すことができるのではないか。そしてそれは，放送メディアが
そもそも持っている「ソーシャルメディア性」をネットの特性を生かしながら拡張し，活性化させ
ることに繋がるのではないか。こうした問題意識から，放送文化研究所と放送技術研究所では，人々
がネット上で放送番組を視聴し，それらについての意見や感想を交換することのできる試験的な
ウェブサイト“teleda”を構築し，その実証実験を進めてきた。
　実験の結果，teledaを利用することによって，①「それまで知らなかった番組」「見ることのなかっ
た番組」を視聴するようになる，視聴する番組ジャンルの幅が広がる，②NHKのテレビ番組に対
する興味・関心が増大したり，NHKに対する親近感が増加する，③teleda上でのコミュニケーショ
ンにおいては報道・情報系の番組で特に議論が盛り上がる，といった点が明らかになった。一方で，
特定の年層や趣味・嗜好の人々の間でコミュニケーションが偏る傾向があることや，モデレーター
やイベント等，運営側による適度な介入によってもコミュニケーションの活性度に差が生じ得る点
なども課題として浮かび上がってきた。
　VODやSNSが放送事業者によるネットサービスにおいて今後ますます重要度を増すことが予想
されるなか，今回の実験結果を踏まえながらどのように実サービス化を図っていくのか，今後より
実践的な調査研究が必要となる。
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Ⅰ はじめに

　NHK放送文化研究所とNHK放送技術研究

所では，テレビ番組をインターネットを通じ

て，オンデマンドで視聴することができる

VOD（ビデオ・オン・デマンド）機能と，視

聴した番組について意見や感想を利用者相互

で交換できるSNS（ソーシャル・ネットワー

キング・サービス）機能を備えた実験的なサ

イト“teleda”（仮称）を開発・研究するプロ

ジェクトを2009年から共同で進めてきた。

プロジェクトでは，これまでに2回の実証

実験を行った。1回目の実験は，実施期間が

2010年2月～3月にかけての約1か月間で，

参加モニターは123人，2回目の実験は，実

施期間が2010年12月から2011年3月までの

3か月間で，参加モニターは1,032人であっ

た。この2回の実証実験では参加モニターに

teledaを自由に使ってもらい，期間中の行動

を記録したデータやアンケート結果等を解

析・分析した。

本稿の目的は，このうち特に2回目の実証

実験の結果を中心に報告するとともに，これ

までのプロジェクトの活動を総括し，イン

ターネット時代，デジタル・アーカイブ時代

における公共放送のサービスのあり方，可能

性について考察することである1）。

Ⅱ プロジェクトの目的と
問題意識

はじめに，プロジェクトの目的と，前提と

なっている問題意識について説明する。

Ⅱ−1 インターネットの普及と公共放
送のサービスモデルの転換

1990年代後半以降，世界の主要国ではイ

ンターネットが急速に普及，情報の流通や

人々のコミュニケーションにとって，イン

ターネットは今や不可欠なメディア・インフ

ラとなっている。インターネットのこの急速

な普及は，それ以前から進行してきた放送の

多チャンネル化（衛星放送やケーブルテレビ

の登場と普及による提供チャンネル数の拡

大）やデジタル化などとともに，人々のメディ

ア環境を大きく変化させてきた。

こうした中，2005年前後を境に，各国の

公共放送は，自らの事業形態，サービスモデ

ルの転換を迫られてきた。多くの公共放送が

試みている転換には，幾つかの共通点を見出

すことができる。

すなわち第一に，番組を配信する伝送路を

従来の（地上）放送波に限定せず，インター

ネットを積極的に活用すること，第二に，利

用者側の端末も，テレビだけでなくパソコン，

モバイル端末（携帯電話，スマートフォン，

その他）など様々な新しい情報端末も含むこ

と，そして第三に，配信するのは狭義の「放

送番組」だけでなく，番組関連の各種動画コ

ンテンツ，データ，テキストなども含むこと

である。こうした転換の含意は，例えば下記

のような英BBC会長の2006年の声明に端的

に示されている。

「BBCはもはや，自らをテレビやラジオの

事業者と理解するべきではないし，ニューメ

ディアを傍流と考えるべきではない。われわ

れは公共サービスコンテンツを，視聴者が自

宅にいようと外にいようと，あらゆる媒体，
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あらゆる機器を用いて提供することを目指す

べきである。われわれはすべてのプラット

フォームを考慮し，視聴者にとってより適切

で，有益で，価値のあるコンテンツを彼らが

どのようにして入手できるかを検討すること

によって，より多くの公共的価値を提供する

ことができるようになる。」2）

日 本 の 公 共 放 送NHKも 例 外 で は な い。

NHKは2008年からの3か年の「経営計画（平

成21～23年度）」において，「放送・通信融

合時代の新サービスで公共放送の役割を果た

す」という事業方針を掲げ，その意図を次の

ように説明している。

「放送と通信が融合する本格的なデジタル

時代に，放送を軸としつつ，インターネット

や携帯端末等，視聴者のみなさまにとって最

も身近なメディアに，信頼できる情報や豊か

で多様なコンテンツをお届けすることで，「い

つでも，どこでも，もっと身近にNHK」をめ

ざします。」3） 

また，2011年10月に発表した平成24～

26年度のNHK経営計画では，「テレビ，パ

ソコン，携帯，タブレット端末等さまざまな

メディアを連携させてNHKの情報やコンテ

ンツを届けるサービスの提供や研究開発を推

進」「放送と通信を融合した情報やコンテン

ツを提供するため，内外のメディア環境の動

向をふまえ，新たな技術・サービス基盤を整

備」といった点が重点目標として掲げられて

いる。

このように，世界の多くの公共放送が，急

速に普及・浸透したインターネットを重要な

伝送インフラと位置づけるようになった背景

には，次のような危機意識が存在している。

すなわち，公共放送はもはや，「放送波」を

基盤とした従来型の事業理念や運営形態のみ

では，社会の多様性を反映した多様なジャン

ルの番組の提供や，社会構成員の様々な意見

や立場を媒介する「公共の広場」の設営といっ

た，自らの社会的役割・機能を充分に遂行し

得なくなりつつあり，新しいメディア環境に

即した形での事業・サービスモデルの根本的

な転換なしには今後の生き残りは困難だとい

う危機意識である。そして，インターネット

や各種のデジタルメディア，アーカイブ技術

等には，世界のほぼすべての公共放送が共通

に抱える諸課題，すなわち，視聴シェアの持

続的な低下，存在感・影響力の低下，若年層

の公共放送離れ，財源の不安定性，などを解

決する糸口を見出せるのではないかという期

待がかけられている。

Ⅱ−2 インターネットによるコミュニ
ケーションモデルの立体化

しかし，インターネットを重要なインフラ

と位置づけたうえで，公共放送が具体的にど

のような「公共的サービス」を展開していく

べきなのかについては，これまでのところ答

えは出ておらず，試行錯誤が続いている。

現時点では，公共放送によるインターネッ

ト向けのサービスの中心となっているのは，

番組を始めとする動画コンテンツを有料また

は無料で配信するVOD（ビデオオンデマン

ド）型のサービスである。その代表例として

は，英BBCのiPlayer（2007年～ ），独ZDF

のZDFメディアテーク（2007年～），ARD

のARDメディアテーク（2008年～），仏フラ

ンステレビジョンが関わっているRewindTV

（2008年～）等を挙げることができる4）。
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NHKも2008年12月 か らVODサ ー ビ ス

「NHKオンデマンド」を開始（有料），①見逃

し番組（放送翌日から14日間配信），②特選

ライブラリー（過去に放送された人気番組の

配信）をインターネット経由で視聴すること

ができるようになっている。また，民放各社

もNHKに相前後してVODサービスをスター

トしており，人気番組を中心に無料または有

料で視聴可能となっている。

VOD型のサービスは，確かにその双方向性

や放送時間の制約からの解放といった点で

ユーザーに大きな利便性をもたらしている。

しかしVODサービスは，「送り手」と「受け手」

の関係性という観点からするならば，従来型

の放送と同様，「1対N」（＝放送局対不特定多

数の視聴者）という「マス・メディア型」のコ

ミュニケーションモデルのままであり続けて

いる。その意味で通常のVODサービスは，多

元性や脱中心性，ユーザーの参加性といった，

インターネットのメディア特性や技術的可能

性を充分に活かしたモデルとは言い難い。

パッケージとしての番組・コンテンツを不

特定多数の視聴者へ一方向的に配信する「伝

送路（＝縦の回路）」としてインターネットを

位置づけるのではなく，むしろ番組を介した

視聴者相互のコミュニケーション，すなわち

「横の回路」を作り出すことこそ，インター

ネットが持つポテンシャルを最大限に活かす

ことになるはずである。実際，ここ数年のあ

い だ に 急 速 に 注 目 さ れ る よ う に な っ た

TwitterやFacebookな ど のSNS（ ソ ー シ ャ

ル・ネットワーキング・サービス）は，インター

ネットの「ソーシャルメディア」としての特

性を活かしたコミュニケーションサービスで

ある。

SNSユーザーにおける「口コミ」が人々の

コミュニケーション行動に与える影響力の大

きさはすでに様々な形で指摘されており，

ネットを介した「口コミ」は多くの業界にお

けるマーケティングにはすでに不可欠な要素

となっている。そして，この「口コミ」を介

したインターネット上のコミュニケーション

は，放送事業者にとっても，自局の放送番組

に対する人々の認知と接触・視聴の動機を生

み出すうえで，大きな可能性を持つものとし

て注目されるようになっている。

こうして，従来型のVODサービスが持つ

限界性を，SNS（＝「口コミ」）の要素を組み

合わせることで克服する可能性が見出され

る。それは，インターネット上に放送番組に

よって媒介される，立体的なコミュニケー

ション空間（縦の回路＋横の回路）を生み出

し，放送番組を多様な人々が多様な形で認知

し接触・視聴する機会を提供する可能性を持

つ。また，それだけでなく，過去10～20年

以上にわたって，世界の公共放送がほぼ例外

なく直面してきた，若年層を中心とした視聴

者の「公共放送離れ」という問題に対する処

方箋のひとつになる可能性もある。

Ⅱ−3 インターネット空間における
「公共の広場」の設営

公共放送事業者が，インターネットのメ

ディア特性を利用して，そのコミュニケー

ションモデルを立体化することにはもうひと

つの意味もある。

各国の公共放送が展開しているVODサー

ビスにおいて視聴可能な番組・コンテンツは，

確かに全体としては，通常の放送サービスに
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おいて編成されているものに近い，多様なラ

インアップとなっている。しかし視聴者によ

る選択・視聴の水準では，オンデマンドサー

ビスの「いつでも，どこでも」という技術的

特性が，個人の趣味や嗜好に基づいて番組を

取捨選択することをこれまで以上に容易にし

ている。こうした個人化・細分化された形で

の番組の受容は，公共放送のサービス理念と

の間に矛盾を生じることになる。

なぜならば，公共放送の番組編成において，

マイノリティを含む多様な価値観や利益・

ニーズの反映，様々な意見や思想信条に配慮

した多様性の必要が説かれてきたのは，単に

個々の番組が多様であるべきだというだけで

はなく，それが「ユニバーサルサービス」を

通じて多くの市民の目に触れること（＝「共

有体験」）によって，社会全体の多様性の実

現や民主的意思形成へと媒介されるという動

態的な前提があったからである。だからこそ，

各国の公共放送は「総合編成チャンネル」と

して規律されてきたのである5）。

しかし，VODサービスの普及は，公共放

送の番組が，総合編成というパッケージから

切り離され，他の事業者によるコンテンツや

サービスとほとんど同列にインターネット上

で流通し，消費され始めることを意味する6）。

その場合，人々のふるまいは，放送の視聴者

としての行動から，「商品」の消費者として

の行動に類似したものになっていく。例えば，

イギリスのメディア研究者，P.スキャンネ

ルは，多チャンネル化が急速に進展した現代

におけるテレビ視聴行動を「テレビ視聴のカ

タログショッピング化」という比喩で特徴づ

け，現代のテレビ視聴が，市場における商品

の購買・消費のような行動へ転化してしまっ

ていると指摘するが7），VODサービスの普

及・浸透は，そうした傾向に一層拍車をかけ

る可能性がある。

こうした傾向は，どのような結果をもたら

すだろうか。ひとつの可能性として想定され

るのは，提供されるメディア・情報の量的な

豊富化・多様化にもかかわらず，それが「市場」

における商品の選択肢の多様性へと矮小化さ

れていくというものである。C.サンスティー

ンが『インターネットは民主主義の敵か』の

中で指摘したように，個人化・細分化された

情報空間においては，同じ価値観や趣味・嗜

好を持つ個人同士や小集団内部での排他的で

「タコつぼ的」なコミュニケーションは生ま

れるかもしれないが，それらが属性や立場を

超えた豊かで多様な社会的コミュニケーショ

ンや民主的な意思形成には接続されず，か

えってコミュニケーションの画一化・貧困化

を生み出しかねない8）。

このように考えると，VODとSNSを組み

合わせることによって目指されるべきなの

は，人々の情報空間，コミュニケーション空

間に「公共の広場」を設営するという公共放

送の社会的役割の遂行であることが分かる。

従来から，「公共の広場」の設営という考え

方によって想定されてきたのは，社会の多様

性を反映した様々な放送番組が，一方におい

て人々のコミュニケーションを媒介・活性化

しつつ，他方でそうしたコミュニケーション

に積極的に参加する市民（informed citizen）

を作り出していくという循環的なプロセスの

実現であった。

例えば，英BBCは，自らの公共的使命と

して番組の放送を通じた「市民性と市民社会

（Citizenship & Civil Society）の維持・涵養」
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を掲げている9）。言うまでもなく，こうした

使命を負っているのはBBCだけではない。

世界の公共放送は，多かれ少なかれ，こうし

た市民的コミュニケーションを媒介する「公

共の広場」を設営するという役割を担わされ

ている。だとするならば，公共放送によるイ

ンターネットサービスは，自らの番組を「コ

ンテンツ市場」に流通させ，そのことを通じ

て視聴者を囲い込んでいく，といった消費主

義的でマーケティング的な発想ではなく，上

記のようなプロセスをどのように生成してい

けるか，という見通しのもとで構想される必

要があることは明らかである。

Ⅱ−4 目的とするサービスモデルの
方向性と基本要件

以上のような現状認識と問題意識をふまえ

ると，本プロジェクトが目指すべきサービス

モデルの方向性と基本要件は次のようなもの

となる。

①コミュニケーションの立体化

VOD型サービスのコミュニケーションモ

デルが，放送型，マス・メディア型（＝1対N）

であるのに対して，インターネット，とりわ

けソーシャルメディア（SNS）のメディア特

性，技術的可能性を活用した立体的なコミュ

ニケーションモデルとすること

②「口コミ」効果による視聴機会の複数化

インターネット上の「口コミ」が人々のコ

ミュニケーション行動に対して持つ大きな影

響力を利用して，放送番組の人々の認知や選

択・視聴の機会を複数化すること

③視聴行動，コミュニケーション行動の個人

化・細分化の抑止

VOD型サービスやある種のSNSが陥りや

すいコミュニケーションの個人化，細分化の

傾向を抑止し，公共放送の番組を介した「共

有体験」をもたらすこと

④ネット上の「公共の広場」

上記①～③の実現を通じて，人々のコミュ

ニケーション空間の中に「公共の広場」を設

営し，属性や立場を超えた多様な人々による

豊かな社会的コミュニケーションを生み出す

基盤を提供すること。

Ⅲ teledaの構築と実証実験

2009年春に発足したプロジェクトでは，

約1年をかけて実験的なウェブサイトを構築

した。そして冒頭に述べたように，1回目の

実証実験を2010年2月～3月に実施，その

結果を踏まえてサイトを作り直したうえで，

2回目の実証実験を2010年12月～2011月3

月に行った。以下では，2回目の実験に用い

たサイトの概要と，実証実験の概要とを説

明する。

Ⅲ−1 名称

実験用に構築したサイトはteleda（＝テレ

ダ）と名付けられているが，この名称は「テ

レビ」と「エダ（＝木の枝）」とを足し合わせた

造語である。テレビ番組の視聴をきっかけと

して，あたかも木の幹から多様に伸びる枝の

ように，人々のコミュニケーションが広がっ

ていくというサイトの基本コンセプトを名称

化したものである。
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Ⅲ−2 主要な機能

次に，teledaの主要な機能を紹介する。

a） 番組のVOD 視聴

teledaには通常のVODサービス同様，テ

レビ番組をオンデマンドで視聴できる機能が

ある。実験では，実験期間中に放送された番

組や，過去に放送された中から著作権処理済

みの番組など，あわせて約2,500本が視聴可

能な環境になっていた。これはNHKが実際

に行っているVODサービス，NHKオンデマ

ンド（＝NOD）で提供されている権利処理済

み番組とほぼ同じものである。番組は，番組

表やキーワード，ジャンル等から検索するこ

とができる。

b） 番組についての意見・感想の書き込み

　（＝番組コミュニティー）

番組を視聴したユーザーは，それについて

の意見や感想を書き込むことができる。特に

字数の制限はない。また5段階で満足度評価

を入力することもできる。さらに他のユー

ザーの書き込みに対しても，コメントを入力

することができる。これによって番組を介し

たユーザー同士のコミュニケーションの繋が

りが生み出される。

c） テーマコミュニティー

個別番組単位のコミュニケーションだけで

なく，任意のテーマ単位のコミュニケーショ

ンを行うためのテーマコミュニティーもあ

る。実験では，例えば「NHKと民放の比較」

や「クラシック音楽について」など，さまざ

まなテーマについてのコミュニティーが自然

発生的に出現した。

d） 番組等のレコメンド（推薦）機能

番組やコミュニティーを推薦する機能もあ

る。今回の実験では，ユーザーの視聴履歴の

データ等に基づいて「評価の高い番組」「再生

数の多い番組」「書き込みの多いコミュニ

ティー」等をランキング形式で表示する7種

類のレコメンド機能を搭載していた。関心を

もったユーザーはそこから当該番組を視聴し

たり，コミュニティーに移動したりすること

ができる。

e）カスタマイズ機能（My 新着）

他のユーザーの中から，興味や関心のある

人を「フォロー」するという機能や，気に入っ

た番組を「お気に入り番組」として登録する

機能がある。「My 新着」というページでは，

自分がフォローしている人の書き込みや「お

図１　teledaのトップ画面

図 2　番組についての書き込み画面
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気に入り番組」についての書き込みが表示さ

れる。またそれらの人のプロフィール，自分

をフォローしている人のリスト，teleda内で

の相関図等を参照することもできる。

Ⅲ−3 コミュニケーション活性化の
ための仕掛け

上記のような諸機能に加えて，実験では，

ユーザー相互のコミュニケーションを活性化

するためのいくつかの工夫をした。

a） モデレーター

モデレーター（サイト内の名称は“テレダ 

君”）は，ユーザーの書き込みへの応答・回

答や運営側からのお知らせ等を行うことで，

ユーザーの疑問点の解消やコミュニケーショ

ンの流れを円滑化する役割を担った。また，

teledaの使い方が分からない，うまく作動し

ないといったユーザーの技術的な疑問には，

専用のキャラクター“技術君”が回答すると

いうやり方を採った。

b） コラムニスト

一般のユーザーとは別に，今回の実験では

7名の外部有識者，専門家に「コラムニスト」

として番組や放送に関するコラムを寄稿して

もらった（表1）。各コラムニストは実験期間

中にそれぞれの専門的見地から4～5本程度

のコラムを執筆し，これらのコラムは各コラ

ムニストの専用コミュニティーに掲載され

た。これを読んで興味や関心をもったユー

ザーは，コラムで言及されている当該の番組

を視聴したり，コラム自体に対しても意見や

感想を書き込むこともできるようにした。そ

の結果，コラムを介したコラムニストとユー

ザー，あるいはユーザーとユーザーのやりと

りが展開された。

c） イベント

放送時に話題になったいくつかの番組を中

心に，番組の制作担当者（ディレクターやプ

ロデューサー）とユーザーが交流するイベン

トも実施した。イベントを行ったのは，『タ

イムスクープハンター』『クローズアップ現

代』『ニュース深読み』などの番組で，ユーザー

のあいだでは，「これまであまり見たことの

なかった番組だったがイベントがきっかけで

興味・関心を持った」「自分の意見・感想を

制作者に直接伝えることができるいい機会

だった」などとして概ね好評であった。

Ⅲ−4 実験（第2回）の概要

実 験 は2010年12月13日 か ら2011年3月

13日までの3か月間実施した。参加者は

NHKのインターネットサービス組織である

「NHKネットクラブ」の会員を対象に希望者

を募集，応募者1,776人に対して，普段のテ

レビやインターネットの利用状況についての

スクリーニングアンケートを実施，SNSを

「全く利用しない・したことがない」という

人を除いた1,180人を登録誘導し，結果的に

実際の参加者（teledaへの登録者）は1,032人

であった。

表1　コラムニスト
1．ピーター・バラカン ブロードキャスター

2．中江有里 俳優，脚本家

3．増田明美 スポーツジャーナリスト

4．山口誠 社会学者（メディア史）

5．小泉恭子 社会学者（音楽，若者文化）

6．藤村忠寿 北海道テレビ放送プロデューサー

7．椿姫彩菜 タレント
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表2は，参加者1,032人の基本属性を示し

たものである。性別では男性の割合が63％

と高くなっている。年層別では40代が26％

と最も多く，以下，50代（23％），60代・30

代（17％）と続いている。

参加者には，3か月の実験期間中，teleda 

上での番組の視聴や意見・感想の書き込み等，

さまざまな機能を自由に使ってもらった。そ

して実験終了時に，teledaの使い勝手やデザ

イン，インターフェイスについての意見，利

用に伴う視聴行動や意識のうえでの変化等に

ついて聞くアンケートを行った（以下，「終

了時アンケート」）。また，実験期間中のユー

ザーの視聴行動等もログデータとして記録

し，分析を行った。

Ⅲ−5 実験における作業仮説

今回の実験にあたって設定した作業仮説

は，次の①～⑤である。

仮説①：

teledaを利用することによって，人々の視

聴行動に変化が生まれる。それは「それまで

知らなかった番組」「見ることのなかった番

組」を視聴するようになる，視聴する番組ジャ

ンルの幅が広がる，といった変化である。

仮説②：

teledaの利用によって，（NHKの）テレビ

番 組 に 対 す る 興 味・ 関 心 が 増 大 し た り，

NHKに対する親近感が増加したりする。

仮説③：

teledaのSNS機 能 を 利 用 し た コ ミ ュ ニ

ケーション（視聴した番組に対するレビュー

やコメントといった書き込み等）では，話題

の対象とする番組のジャンル（報道・情報，

教養，教育，娯楽など）によって，その質や

量に差異がある。

仮説④：

teledaの諸機能は，特定の性・年層・趣味・

嗜好の人々同士のコミュニケーションだけで

なく，属性や立場を超えた多様な人々による

コミュニケーションを促進し，番組を介した

「共有体験」を生み出し得る。

仮説⑤：

teledaでの人々の番組視聴や相互のコミュ

ニケーションを活性化するためには，運営サ

イドからの適度な働きかけ（モデレーター，

コラムニスト，イベント）が必要である。

Ⅳ 実験結果から

以下では，実験の結果について，（1）終了

時アンケート，（2）ログデータ，（3）teleda

での実際の書き込みを分析した結果を報告

し，そのうえで実験にあたって立てた作業仮

説について検証していきたい。なお，この実

験の対象者は前述したように，「NHKネット

クラブ」の会員であり，一般のインターネッ

トユーザーとは異なる性質もあると考えられ

表 2　参加者の基本属性（性・年層）
男　性 650人 63%

女　性 372人 36%

10～20代   52人   5%

30　代 174人 17%

40　代 268人 26%

50　代 237人 23%

60　代 175人 17%

70歳以上   93人   9%
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る。実験の結果を見るにあたってはその点も

考慮する必要がある。

Ⅳ−1 アンケートの結果から

終了時アンケートの回答者の属性は以下の

通りである（表3）。実験参加者1,032人に対し，

アンケート回答者が412人と少ないのは，ア

ンケート実施と東日本大震災（2011年3月11

日）が時期的に重なってしまったためだと考

えられる。

図3は，ユーザーが実験期間中にteledaを

どのくらいの頻度で利用したかについての回

答を年層別に示したものである。「毎日のよ

うに」「週2 ～ 3回くらい」を合わせた割合は，

10～30代 の27%に 対 し て60～80代 で は

52%と過半数に達しており，若年層よりも高

年層ほどteledaを日常的に利用した人の割合

が高いことが分かる。逆に10～30代では「月

2～3回くらい」が31%，「ほとんど・まったく

使っていない」が19%と利用頻度は相対的に

低くなっている。通常，SNSの利用者の中

心層は20～30代とされるが10），teledaでは

比較的高年層によく利用される傾向があるこ

とが特徴といえる。これにはNHKの番組の

視聴者層の割合が高年層で相対的に高い11） 

ことと関連して，teledaで提供された番組が

高年層の視聴傾向に合っていた可能性がある

こと，あるいはteledaのサイトが若年層より

高年層に使いやすかったこと，あるいは今回

の実験参加者の特性として高年層でSNSを

積極的に使う人の割合が高かったことなど，

様々な要因が考えられ，さらに検証が必要で

ある。

次にteledaの様々な機能のうち，どのよう

な機能がどのように利用されたのかをみてみ

表3　終了時アンケート回答者の基本属性（性・年層）
男　性 275人 67%

女　性 137人 33%

10～20代   13人   3%

30　代   57人 14%

40　代   88人 21%

50　代 108人 26%

60　代   92人 22%

70歳以上   54人 13%

図 3　実験期間中の teleda 利用頻度

ほとんど・まったく使っていない月２～３回くらい
週２～３回くらい 週1回くらい毎日のように

全体

60～80代

40～50代

10～30代 234 23

12 27 26

20 32 24 19 6

24 11

31 19

14 28％ 25 24 10

図 4　teledaでよく利用（視聴）した機能

ときどき利用（視聴）した
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友達の見ている番組

Twitterで話題に
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再生数の多い番組
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他の人の書き込みに
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「テーマコミュニティ」や
「コラムニストコミュニティ」
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他の人の書き込みに対して
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る。図4	は，teledaの主要な機能を「コミュ

ニケーション機能」「視聴レコメンド機能」に

分けて，それぞれをどのくらい「利用/ 視聴」

したかを聞いた結果である。「コミュニケー

ション機能」では，「視聴した番組について

の感想や意見を書き込む」を「よく・ときど

き利用した」人の割合が37%と最も高くなっ

ている。また，Facebookなどにもある「他の

人の書き込みに対して『いいね！』を入れる」

を利用した割合も高くなっている。

一方，視聴レコメンド機能では，「評価の

高い番組」「書き込みが多い番組」「teledaおす

すめ番組」などにランクインされた番組を「よ

く・ときどき視聴した」人の割合が38～ 

48%と高くなっている。

アンケートでは，今回の実験に参加したこ

とによってどのような変化があったかについ

ても質問した。その結果，「とても・まあ当

てはまる」という回答者の割合が最も高かっ

たのは「NHKの番組に対する興味・関心が広

がった」の68%で， 以下，「NHKに対して親

近感を持った」66%，「NHKの番組を見るこ

とがより楽しくなった」61%，「テレビを見る

楽しみが増えた」57%などの順になっている

（図5）。

この「意識面・行動面での変化」について

の質問の結果と，teledaの諸機能の利用につ

いての質問の結果（図4）とをクロス集計した

ところ，両者のあいだには相関関係があるこ

とがうかがえた。図6は，「意識面・行動面

の変化」のうちの主要な結果と，「視聴した

番組についての感想や意見を書き込む」機能

の利用状況を聞いた結果とをクロス集計した

ものである。

これをみると，「これまで見なかった番組

を見るようになった」「NHKの番組について，

家族や友人・知人と話題にするようになった」

といった変化の割合は，teledaの「書き込み

機能」を「よく・ときどき利用した」人のほう

が，「ほとんど・全く利用しなかった」人よ

りも顕著に高いことが分かる。このことは，

teledaの諸機能を利用することによって，多

くの人がNHKやNHKの番組，そしてテレビ

図 5　teleda 実験に参加したことによる変化
　　  （意識面・行動面での変化）

NHKの番組について，家族や友人・
知人と話題にするようになった

NHKの番組を見る時間が長くなった

これまで見なかった番組を
見るようになった

NHKの番組を見る回数が増えた

テレビを見る楽しみが増えた

NHKの番組を見ることが
より楽しくなった

NHKに対して親近感を持った

NHKの番組に対する興味・
関心が広がった 26％ 42

26 40

24 37

19 38

20 33

18 35

18 33

10 32

とても当てはまる まあ当てはまる

図 6　「視聴した番組についての感想や意見を書き込む」
　　  機能の利用の有無と
　　  「teleda 実験参加による変化」とのクロス集計

74％
34

57
31

89

83

48

41
NHKの番組を見ることが

より楽しくなった

NHKの番組に対する
興味・関心が広がった

NHKの番組について，
家族や友人・知人と

話題にするようになった

これまで見なかった番組を
見るようになった

よく・ときどき利用した ほとんど・全く利用しなかった
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一般等に対してポジティブな意識を持った

り，積極的な視聴行動を取ったりするように

なる，という可能性を示すものである。

Ⅳ−2 ログ分析の結果から

次に実験中の参加者の視聴行動や書き込み

の行動について，ログ分析の結果を見てみる。

ログ分析は，番組に着目したもの（＝番組

ベース分析）と実験の参加者に着目したもの

（ユーザーベース分析）の2 つの視点から行っ

ている。なお，視聴ログ分析においては「30 

秒以上再生した」ものを視聴1回とカウント

している。

Ⅳ-2-1.	番組ベース分析
a）提供番組の概要

今回の実験でteleda上で視聴可能となって

いた番組は2,509本で，のべ総視聴数は1万

9,087回，番組1本あたりの視聴数は7.61回

／番組であった。視聴数1位は『ブラタモリ

「銀座」』で期間中に計207回視聴された。他

方，一度も視聴されなかった番組も224 本

あった。表4は実験での視聴数上位20番組

の視聴数，書き込み数，満足度（5段階評価

の平均値）とテレビ放送時の視聴率を一覧に

したものである。このリストからは，teleda

上で番組がどのように視聴されたのかを示す

いくつかの特徴が見えてくる。

第一に，視聴された番組ジャンルが多岐に

わたっている点が挙げられる。NHKがVOD

の実サービスとして行っているNODの「見

逃し番組サービス」では，視聴される上位の

番組は，大河ドラマや紅白歌合戦などいわゆ

る「メジャー番組」や話題になった番組など

に偏る傾向があるが12），teledaではドラマ，

バラエティーからドキュメンタリー，紀行番

組にいたるまで幅広く視聴されている。

第二に，放送時の視聴率が必ずしも高く

なくてもteledaでは多くのユーザーに視聴

される番組がある。例えば，teledaでの視聴

数で9位の『今夜も生でさだまさし』（総合）

は放送時刻が0時40分と深夜帯であり，放

送時の視聴率は5.1%と高くない。また，視

聴数14位の『世界ふれあい街歩き「モッポ

（韓国）」』や同18位の『HV特集「黒木メイサ 

スペイン フラメンコ　魂の踊りと出会う

旅」』のように，BSハイビジョン放送13）の番

組であるため，放送時の視聴率が1%以下と

いうような番組もある。これらの番組の多

くは，teleda上で何らかのきっかけでユー

ザーの間で話題となって多くの書き込みが

行われた結果，視聴数も多くなった番組で

ある。

こうした結果は，teledaのSNS機能が有

効にその効果を発揮し，ユーザーの間に通常

のVODサービスとは異なる視聴傾向を生み

出していたことを示している。衛星放送や教

育テレビの番組など多くの人にとって普段の

視聴習慣に入りづらい番組が，話題になった

番組や視聴率が高い放送終了直後の番組と同

列に提示されることによって，通常のテレビ

視聴の番組選択とは異なる視聴機会の広がり

が生まれる可能性があると言える。

また，7位の『NHKスペシャル　映像の世

紀第1集20世紀の幕開けカメラは歴史の断

片をとらえ始めた』は，1995年と15年以上

前に放送された番組である。このような番組

が視聴数上位に入ってくるということは，

アーカイブ番組が口コミによって放送終了直
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後の番組と同程度に利用者の関心と視聴数を

集められることを示している。このことは，

teledaのようなシステムがアーカイブ番組の

新たな視聴経路になり得る可能性を有してい

ると言えるのではないか。

図7は，番組ごとの視聴数を上位から順に

並べたものである。典型的なロングテールの

カーブを描いていることがわかる。上位の番

組で特に視聴数が多いが，下位の番組（テー

ル部分）でも幅広く視聴されている。これは

teledaのSNS（口コミ）機能の効果を示すも

のと考えられる。

 

b）ジャンルごとの視聴傾向

表5は番組ジャンルごとの提供番組数n，

視聴数vおよび視聴された割合（v/n）である。

表4　視聴数上位20番組

順位 タ イ ト ル 視聴数 書き込み数 満足度 視聴率※

1 ブラタモリ 「銀座」 207 49 4.47 8.0 

2 クローズアップ現代「“断捨離”　人生の大そうじをする人々」 179 47 3.97 12.8 

3 ドラマ10　セカンドバージン（8）「愛しているのは私」 136 30 3.97 8.2 

4 クローズアップ現代「ある少女の選択～“延命”生と死のはざまで～」 133 66 4.49 12.6 

5 スペシャルドラマ　坂の上の雲第1回　少年の国 98 40 4.31 17.7 

6 あさイチ 「スーパー主婦直伝！ 人生が変わる！？ ピッカピカ掃除」 93 13 4.40 12.0 

7 ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第1集20世紀の幕開け
カメラは歴史の断片をとらえ始めた 80 10 4.86 9.0 

8 ブラタモリ「横浜　港湾編」 78 16 4.45 8.0 

9 今夜も生でさだまさし
－2011新春生放送！年の初めはさだまさし－ 70 16 4.52 5.1 

10 ＮＨＫスペシャル
シリーズ　日米安保50年　第2回「沖縄　“平和”の代償」 66 12 3.67 8.1 

11 ニュース　深読み　＜新＞「どうなってるの？北朝鮮」 62 23 2.66 6.8 

12 ドラマ10　四十九日のレシピ（2）「二人のあしあと」 60 14 4.67 6.7 

13 タイムスクープハンター　スペシャル
「滅亡パニック！彗（すい）星大接近」 58 21 4.12 4.5 

14 世界ふれあい街歩き「モッポ（韓国）」 57 9 4.11 0.6 

15 江～姫たちの戦国～（1）＜新＞「湖国の姫」 55 20 4.14 21.7 

16 スペシャルドラマ　坂の上の雲　第7回「子規，逝く」 51 13 4.44 15.0 

17 ドラマ10
セカンドバージン　＜新＞ （1）　「不実な指」 50 3 4.29 5.5 

18 ハイビジョン特集
「黒木メイサ　スペイン　フラメンコ　魂の踊りと出会う旅」 49 11 4.69 0.2 

19 ドラマ10　セカンドバージン （7）　「のぞかれた夜」 49 6 4.63 8.3 

20 サイエンスZERO「シリーズ五感の迷宮（6）科学が迫る“第六感”」 48 9 3.00 0.5 
※視聴率は初回放送時，数字はビデオリサーチ調査（関東地区・世帯）

図 7　番組ごとの視聴数（視聴数順位）
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これを見ると，ジャンルごとに偏りがあり，

ドラマ，音楽，バラエティーなどは提供番組

数に対して視聴数が比較的多くなっているの

に対して，スポーツ，劇場／公演，趣味／教

育などは視聴される割合が少なくなってい

る。スポーツ番組は，リアルタイム視聴との

親和性が高いジャンルであり，VODである

teleda上では，視聴が少なくなったと思われ

る。

 c）番組に対する書き込みと視聴の関係

次に，番組に対する感想・意見などの書き

込みと視聴との関係という視点から分析す

る。図8は書き込み数と視聴数を軸に，各番

組をプロットしたものである。図にあるよう

に書き込み数と視聴数には強い相関が見ら

れ，多く見られる番組ほど，書き込みも多く

なる傾向があることがわかる。

ここで，図8における視聴数上位4番組に

ついて，近似直線の下側（視聴が書き込みよ

り優位な番組）と上側（視聴より書き込みが

優位な番組）の2つに分けてそれぞれ分析す

る。

図9は，近似曲線の下側の番組（＝『ブラ

タモリ「銀座」』『セカンドバージン（8）』）の書

き込み・視聴を時系列に見たものである。こ

れを見ると，番組が視聴できるようになって

からすぐ視聴のピークが立ち，その後急速に

視聴数が減少している。そして書き込み数も

視聴数の減少に伴って急速に減少，2週間程

度経過すると視聴も書き込みも目立った動き

が見られなくなっている。

一方図10は，近似直線の上側の番組（＝『ク

ローズアップ現代「断捨離」』『クローズアッ

プ現代「ある少女の選択」』）である。この2つ

の番組では，視聴・書き込みとも当初のピー

クは，右記図9の2つの番組に比べると高く

ないものの，時系列に沿って長期間にわたっ

て持続していることがわかる。両番組ともに

視聴可能になってから1か月以上経過しても

視聴，書き込みの波が継続している。『クロー

ズアップ現代「ある少女の選択」』は，イベン

トを実施したこともあって，放送開始後1か

月後にも視聴と書き込みが盛り上がり，その

後も，視聴，書き込みとも途切れずに続いた。

今回，これら上位4 番組のうち，視聴より

も書き込みが優勢な番組はともにドキュメン

タリーであった。全体的に見ても，ドキュメ

ンタリーや報道番組など，政治や経済，社会

表 5　ジャンル別視聴傾向
ジャンル 番組数 n 視聴数 v v/n

ドキュメンタリー/ 教養 746 5,418 7.26

アニメ/ 特撮 33 265 8.03

バラエティー 242 2,535 10.48

音楽 94 967 10.29

ドラマ 317 3,528 11.13

情報 / ワイドショー 237 1,614 6.81

スポーツ 78 113 1.45

趣味／教育 441 2,381 5.40

劇場／公演 32 164 5.13

ニュース / 報道 288 2,097 7.28

図 8　番組の書き込み数と視聴数の関係

書
き
込
み
数

視聴数

相関係数 =0.84

クロ現「ある少女…」

クロ現「断捨離」

セカンドバージン（8）

ブラタモリ
「銀座」
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問題などのテーマを扱った番組は賛否両論分

かれる話題が多いためか，書き込みを通じて

参加者同士で議論が発生して書き込み数が伸

びやすい傾向が見られた。その書き込みの盛

り上がりを見た他の参加者が新たな視聴行動

を起こし，その何割かがまた書き込みをして

新たな視聴を呼び起こすという連鎖的なサイ

クルが起こって，徐々に視聴数が伸びるよう

な動きをしていたと考えられる。

Ⅳ-2-2.	ユーザーベース分析
次にどのようなユーザーがどのような視聴

や書き込みを行っていたのかを分析する。今

回の実験では，実験登録者の73%（752人）が

teleda上で番組を視聴し，41%（424人）がレ

ビューやコメントの書き込みを行った。

番組を視聴した参加者の平均のべ視聴数は

約25回，平均視聴番組数は約20番組であっ

た。同様に，書き込みを行った参加者の平均

書き込み数は13件であった。番組を視聴し

た人のうち，63％と過半数が視聴番組数10

番組以下であり，81％が30番組以下であっ

た。その一方，視聴数上位100人の平均視聴

番組数は93番組，最も多くの番組を視聴し

た参加者は実に539番組を視聴していた。

100番組以上視聴した人は，3％にとどまる

図 9　視聴・書き込み数の時系列変化
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図 10　視聴・書き込み数の時系列変化
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が，一部の利用層では，特に積極的に視聴や

書き込みが行われていたことがわかる。

実験期間中の参加者の総視聴数，総書き込

み数に占める各年層の割合を示したのが図11

である。全体的に視聴，書き込みともに参加

者の年層構成に近い割合となっているが，60

代では年層構成比を超える割合で視聴や書き

込みを行っている。先のアンケート結果にも

示されていたが，今回の実証実験では特に

SNSに慣れ親しんでいると思われる若年層に

偏ることなく，むしろ中高年層が積極的に

teledaを利用してコミュニケーションをとっ

ていたことがここでもわかる。　　　　

図12は，実験期間中のアクセス割合の推

移を年層別に示したグラフである。実験開始

1週間以内は，ほぼどの年層も半数程度が

teledaにアクセスし，その後アクセス数は下

がるものの，実験期間を通じてどの年層も概

ね1～2割のユーザーがアクセスしたことが

わかる。また，期間後半では60代以上の層

のアクセス割合が他の年層を上回ることが多

く，特に60代以上のユーザーがteledaの番

組視聴・コミュニケーション機能を継続的に

楽しんでいたことを表している。

図13，図14は年層ごとに視聴した番組，

および書き込みをした番組ジャンルの構成

比を示したものである。ユーザー全体の視

聴傾向と比べると，60代以上では「ドキュメ

ンタリー／教養」番組の視聴割合が高く，30

～ 50代では低いことがわかる。一方で30

～50代は他の年代に比べ「ドラマ」を多く視

聴する傾向があった。また10～20代では「音

楽」が視聴も書き込みも他の年層に比べて多

い。書き込みは各年層総じて「ドキュメンタ

リー／教養」および「ニュース・報道」系の

番組に対して多く行われており，それらの

図 11　総番組視聴数・総書き込み数に占める
　　　 各年層の割合
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図 12　年層別アクセスユーザーの割合推移
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ジャンルの番組がコミュニケーションを喚

起する話題を相対的に多く提供していたこ

とが考えられる。

図15は，参加ユーザーが実際にどのよう

な経路で視聴する番組にたどり着いたかを

ジャンル別に示したものである。実際に視聴

した番組を，ユーザーが自分で「検索」機能

を利用して見つけたのか，あるいは「他者の

レビュー」「再生数の多い番組一覧」といった

teledaのソーシャル機能を使って見つけたの

かを，その割合で表している。ニュース・報

道などのジャンルでは，ドラマなどに比べて

番組レビューや他ユーザーの視聴状況といっ

た「他者の行動」を参考に視聴番組に到達し

ている傾向が強いことがわかる。タイトルや

出演者などの「指名買い」が多いドラマに比

べ，扱う「テーマ」が話題になるニュース・

報道系の番組が，口コミの影響を受けやすい

とも考えられる。

図16は，teleda上で提供した番組をその

視聴数順に並べ，上位から100番組ごとにそ

れらの番組に到達した経路の割合を示してい

る。視聴数上位の番組は下位の番組に比べ，

検索よりソーシャル系機能を利用して到達し

た割合が高く，1位～100位の番組などでは，

実に50%以上が「他者の行動」を参考に番組

に到達していることがわかる。これは，いわ

ゆる「口コミ」や「話題性」が番組の視聴数に

大きく影響することを示している。「番組ベー

ス分析」でも述べたように，このような横の

繋がりの構築が，放送時視聴率とは関係のな

い視聴行動を生み出すきっかけになっている

と考えられ，幅広い番組への接触機会の増大

につながる可能性が示唆される。

図 13　年層別視聴番組傾向
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図 14　年層別書き込み番組傾向
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図 15　番組到達経路（ジャンル別）
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Ⅳ−3 書き込みの内容から

次に利用者のコミュニケーションにどのよう

な特徴があったのか，そして，運営者である

放送事業者がコミュニケーションに介在する

ことによって，利用者にどのような影響を与え

たのか，teleda上の実際の書き込みと，終了時

アンケートの自由記述からみていきたい。

Ⅳ-3-1.	ユーザー同士のコミュニケーション
ユーザー同士のコミュニケーションについ

ては，番組を軸とした視点と，ユーザーの視

聴行動を軸にした視点の2つに分けて報告す

る。

a）番組を軸にしたコミュニケーションの特徴

＜レビュー喚起型コンテンツ＞

まず，最も活発にレビュー（感想などの書

き込み）が発生したのはどのような番組ジャ

ンルだろうか。今回の実験では，番組ジャン

ルごとの番組本数にばらつきがあったため，

レビュー件数を番組数で割った「1番組あた

りのレビュー発生件数」を番組ジャンルごと

に見ることにする。また今回は，番組制作者

との交流イベント（後述）を実施したため，

書き込みが作為的に発生した可能性のあるイ

ベント対象3番組は除いて集計した。

その結果，1番組あたりのレビュー件数は

バラエティー番組が最も多く，平均して1.95 

件のレビューが発生していた（図17）。

前回，2010年に実施した第1次実験にお

いても，『ブラタモリ』などのバラエティー

番組では，出演者や演出方法について「！」

マークを交えた気軽なレビューが多く発生し

ていた14）。そこで今回の実験における「！」

マークの使用頻度について，番組ジャンルご

とに集計したところ，レビュー1件あたりの

「！」マーク使用率は音楽番組で顕著に高く，

次いでバラエティー，生活情報・ワイドショー

の順となった（図18）。

特に高かった音楽番組について，実際にど

図 16　番組到達経路（視聴順位別）
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図 17　ジャンル別 1番組あたりレビュー件数
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のようなレビューが発生したのか，以下にレ

ビュー例を示す。

・ 映像のくまちゃん，かわいい！（中略）『み
んなのうた』は意外な人が歌っていて，
ビックリ付きも楽しい♪（『みんなのうた

「ぼくはくま」』）
・ 沖縄の人はホンと元気で楽しい！（『NHK

のど自慢−沖縄県浦添市−』）
・ ダンスもすてき！　東京ドームでのライ

ブの感動がよみがえってきます。（『BS 熱
中夜話「 マイケル・ジャクソン」（後編）』）

上記のように，比較的短文で，番組から得

られた印象をそのままの勢いで即座に書き込

んでいる様子がうかがえる。ログ分析からも

見られたように，音楽番組は10～20代で顕

著に視聴も書き込みも多い。音楽番組やバラ

エティーのような娯楽性の高い番組はリラッ

クスした状態で視聴されていると考えられる

ことから，こうした番組では視聴後に自然と

書き込みへと向かうような気軽なレビューが

喚起されていると思われる。

＜長文レビュー・対話誘発型コンテンツ＞

前項とは逆に，文字数の多い長文のレ

ビューを喚起したのはどのような番組ジャン

ルだったのか。各ジャンルごとのレビュー1

件あたりの文字数を集計したところ，ニュー

ス・報道番組やドキュメンタリー・教養番組

で，平均値を上回る文字数が書き込まれてい

ることがわかった。逆にレビュー1件あたり

の文字数が最も少なかった番組ジャンルは，

前掲の図18でレビュー内の「！」発生率が最

も高かった音楽番組であった。音楽番組では，

「！」マークを伴った短文のレビューが発生

しやすいと考えることができる（図19）。これ

らの特徴は，特定の番組のみに見られるもの

ではなく，当該ジャンル全般を通じて見られ

る傾向であった。

文字数の多かった上位100番組について見

ていくと，ジャンル別の特徴がより顕著に表

れ，「ニュース・報道」「ドキュメンタリー・

教養」番組の2つのジャンルが，全体の82％

を占める結果となった（図20）。

上位の番組名を具体的に見ると，『ニュー

ス深読み15）』や『NHKスペシャル』，そのほ

か『視点・論点』や『白熱教室』など，政治や

社会，時事問題をテーマに扱った番組が多く

なった。

次に，他者との対話については，番組ジャ

図 18　レビュー1件あたり「 ！ 」マーク使用率
　　　（番組ジャンル別）
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ンルごとにどのような特徴が見られたのだろ

うか。teledaには，番組を見た感想である「レ

ビュー」のほかに，他者のレビューに対して

同意したり反論したりして対話する「コメン

ト」と呼ばれる機能が設けられている（図21）。

ここからは，他者との対話である「コメン

ト」の発生状況を見ることで，その特徴を読

み取ることとする。

図22は番組ジャンルごとのコメント発生

件数（1番組あたり）をグラフに示したもので

ある。この図から，レビューの文字数が多かっ

たニュース・報道番組で，「コメント」件数

が多く発生していることが分かる。ニュース・

報道のような社会問題や時事問題を扱った番

組が，他者との対話を生み出す傾向が強いこ

とがうかがえる。

具体的にどのような番組が視聴者同士の対

話を誘発しているのか，コメント発生件数上

位10番組を表6に示す。

ひきこもりを扱った『クローズアップ現代』

や戦争をテーマにした『NHKスペシャル』，

そして大相撲の八百長問題という時事問題を

扱った『時論公論』など，様々な意見や考え

が出やすい事象を扱った番組が上位に並ん

図 21　レビュー（感想）とコメント（対話）

レ
ビ
ュ
ー

コ
メ
ン
ト

表 6　コメント（対話）発生件数上位 10 番組
番組名 件数

1 クローズアップ現代
「働くのがこわい　新たな“ひきこもり”」 11

1 NHKスペシャル「日本人はなぜ戦争へと向かったの
か（4）開戦・リーダー達の迷走」 11

3 時論公論　▽大相撲と八百長 10

4 スペシャルドラマ　坂の上の雲 第 1回　少年の国 9

4 NHKスペシャル
「防災力クライシス　そのとき被災者を誰が救うか」 9

6 ブラタモリ 「銀座」 8

6 クローズアップ現代
「“断捨離”　人生の大そうじをする人々」 8

6 ワンダー×ワンダー「北京パリ　大陸横断レース」 8

6 ニューヨークウエーブ「本物志向！ ＳＵＳＨＩ最前線」 8

10 ニュース 深読み　＜新＞「どうなってるの？ 北朝鮮」 7

図 20　文字数上位 100 番組のジャンル
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だ。例えば，『NHKスペシャル「日本人はな

ぜ戦争へと向かったのか」』では，開戦時の

一般大衆の戦争責任をめぐっての議論や，当

時の情報伝達の在り方についての議論など，

賛否両論が展開された。

こうした対話が発生しやすい背景として，

政治や社会，時事問題などの共通性や話題

性はもちろん，VODとSNSが組み合わされ

た環境が視聴者同士の対話を誘発している

と考えられる。すなわち，teledaの環境が，

自分のペースで視聴でき，内容を反芻した

上で発信できるという点において，番組視

聴機会及びコミュニケーション機会を拡張

させる可能性を有していると言えるのでは

ないだろうか。

b）ユーザーを軸にしたコミュニケーション

の特徴

続いて，ユーザーの行動を軸にコミュニ

ケーションの特徴を見ていく。

＜番組視聴の変化＞

～行動上の変化（視聴の広がり）～

終了時アンケートとログ解析から，ほぼ半

数のユーザーがこれまで見なかった番組を見

るようになり，番組の視聴数には，「口コミ」

や「話題性」が大きく影響していることが示

唆された。では，他のユーザーの存在は，ど

のようにこうした行動の変化につながったの

だろうか。ユーザー自身の記述から，3つの

要素が影響している可能性が見いだされた。

まず1つめは，視聴者数，評価の点数など

の数値情報である。

・ 他の人のコメントや採点を見ることが番
組選びで一番参考になりました。（51歳男
性・自由記述）

・ 他の人がどんな番組を見ているのか，ど
んな番組が人気があるのかを知ることが
できたので，今まで見たことがない番組
でも興味がわいた。（54歳女性・自由記述）

teledaには「評価の高い番組」「再生数の多

い番組」「書き込みの多い番組」をユーザーに

提示するレコメンド機能が設けられている

が，終了時アンケートによるとそれらは利用

も多く，またこうした記述からも新たな番組

視聴に結びついていたケースが実際にあった

ことがわかる。

続いて2つめの要素は，ユーザーによって

書き込まれた番組情報である。

・ 他の人の意見を参考に番組を見るという
選択肢ができた。（45歳女性・自由記述）

・ ○○さんのおっしゃるとおり，本放送を
見てから，こちらでこのメイキングを見
ました。（51歳女性・番組への書き込み）

終了時アンケートでは64％の人が他の人

のレビューやコメントが「参考になった」「少

し参考になった」と答えていて，さらにこう

した記述からもレビューやコメントといった

書き込みが視聴者による番組情報としてユー

ザーの関心を引き出し，実際に視聴の広がり

につながった事例が生じていたことがわか

る。また直接他のユーザーの紹介によって，

番組を知るというケースも見られた。

3つめの要素は，自分とつながりのある

ユーザーの視聴行動である。

・ 自分をフォローしている人がどんな番組
を見ているかでこんな番組をやっていた
んだというふうに興味がわき，それが面
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白ければこれからも見ようという気には
なる。（40歳女性・自由記述）

teledaには，Twitterと同様に，他のユー

ザーの中から，興味や関心のある人を「フォ

ロー」するという機能があり，フォローした

ユーザーの見ている番組やそのレビューがわ

かる仕掛けとなっている。また自分が誰に

フォローされたかも知ることができ，フォ

ローしたりされたりすることで，ユーザー間

につながりができる。アンケートからは「関

心のある人，気になる人をフォローする」機

能はあまり使われなかったと言えるが，この

機能を利用した人の中では，新たな視聴につ

ながるケースもあったことがわかる。

～意識の変化（視聴の深まり）～

続いて番組に対する意識の変化を見てい

く。

teledaの番組視聴の特徴は，番組を見る，

書き込みをする，書き込みを読む，という3

つの行為が連鎖していることである（図23）。

書き込みからは，このteledaに特徴的な行

動を経験することで，視聴の深まりという意

識の変化が生じる可能性を感じさせる事例が

見られた。特徴的な例を以下に示す。

①書き込みによる番組への親しみや期待感の

喚起

・イキイキとした感想を読むと（中略），断
然番組に対する親しみが湧きます。（38歳
女性・teleda広場への書き込み）

②書き込みを目的とした番組の積極視聴

・ 書き込みたいから真剣に見た番組もあり
ました（笑）。（39歳女性・自由記述）

③書き込む行為による番組への理解の深まり

・書き込むことでドラマを客観的に見るこ
とができ，頭の中で整理できました。こ
れは新しい発見でした。（ 57歳女性・自
由記述）

図23に示したように，このような個々の

ユーザーの番組への積極的な向き合い方や理

解の深まりは個人の中で形成されるだけでな

く，書き込みによって提示されることにより，

今度は別のユーザーの番組への関わりの深さ

につながっていく可能性が考えられる。

＜コミュニケーションの多様性＞

ユーザー間のコミュニケーションによっ

て，視聴機会の広がりと視聴の深まりが生じ

た可能性が示唆されたが，その上でteledaが

「公共の広場」となるためには，コミュニケー

ションに参加する人々の多様性も重要であ

る。今回の実験において，それはどの程度実

図 23　視聴の深まり
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現されたのだろうか。

アンケートによると，teleda内で他の人達

とのコミュニケーションを「とても・まあ」「楽

しめた」人は36％で，およそ3 分の1がコミュ

ニケーションを肯定的に受けとめていた。ま

ず，この肯定的なユーザーについて，積極的

にコミュニケーションに参加したAさんの

ケースを例に見ていく。

【 A さん　38 歳女性　書き込み56 回】

・teleda に参加する前，参加したばかりのと
きは，番組を介したコミュニケーション
というのがよく分かりませんでした。で
も実験が進み様々な番組レビューやコメ
ントに接するうち，次第に共感したり，
同意したり色々な気持ちを持つようにな
りました。一つの番組に対して，web 上
で色々な思いを共有できるとは，考えも
しなかったことです。（自由記述）

Aさんは実験参加者の募集時には，特にコ

ミュニケーションに関心を持っていなかった

が，書き込みに接するうちに，他のユーザー

と感情の共有を体験するようになっている。

さらにAさんはNHKオンデマンド（NOD）に

加入し，VOD サービスを既に利用している

が，実験を経て「NODにこういったレビュー

がないのが激しく物足りなくなってくるので

した」と，VOD 機能以上にteledaのコミュ

ニケーションに価値を感じるようになってい

た。実験期間中，Aさんが書き込みを介して

やりとりをしたユーザーは，28 歳から70 歳

までの男女35人で，teledaに書き込みをし

た424人の1割弱と交流したことになる。

Aさんのようにコミュニケーションに魅力

を見出し，積極的に利用したユーザーにおい

ては，ある程度多様な人々との交流が実現さ

れたと言えるかもしれない。一方で，先のア

ンケートでコミュニケーションを「あまり・

ほとんど・全く」「楽しめなかった」人は43％

であった。何がコミュニケーションを妨げた

のだろうか。ユーザーの記述からは，インター

ネット・パソコンへの習熟というハード面で

の課題，コミュニティー（人間関係）という

ソフト面での課題が浮かび上がってきた。

～ハード面～

・周りが段々盛り上がって取り残された感
を味わった人はまったく面白くなかった
だろうと思います。もう少し疎い人に向
けての説明があればいいのにと思いまし
た。（47歳女性・自由記述）

今回，実験参加者の平均年齢が高いことと

も関連し，SNSに不慣れな参加者もいた。

そうした参加者にとっては，teledaのコミュ

ニケーションの仕組みを理解して使えるよう

になるまでに時間がかかった（あるいは使え

なかった）と思われる。その間に既に使いこ

なしているユーザーとの間に距離を感じてし

まうことになったと考えられる。

～ソフト面～

・すでにコミュニティーが確立しているよ
うで見るだけになってしまった。（36歳女
性・自由記述）

・一部のネットに饒舌な方々が引っ張るコ
ミュニティーがやはり違和感を感じます。

（44歳男性・自由記述）

実験期間中の総書き込み数は5,512件，書

き込みをした1人当たりの平均は13件で

あった。しかし書き込み数にはかなり偏りが
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あり，10件未満の書き込みに留まった人は

72％で，その結果，書き込み数上位20人で

全体の書き込みの42％を占めることとなっ

た。こうしたヘビーユーザーの間で早くから

密なやりとりが生まれることで，遅れて

teledaに参加した人の中には入りづらいと感

じる人がいたと考えられる。また，議論を牽

引したり話題を提供したりするオピニオン

リーダーのような存在が書き込みの盛り上が

りにつながる面がある一方，1つの番組に対

して同じユーザーが多数の書き込みをしてい

た例もあり，こうした状況に違和感をもつ人

もいたと思われる。

・若者の利用が少ないように感じた。もっ
と気軽にコミュニケーションできればよ
り楽しく，良くなると思う。（20歳女性・
自由記述）

そもそも今回の実験参加者には若年層が少

なく，さらに中高年層が活発に書き込みをし

ていたため，全体の書き込みの平均年齢は

52.7歳となり，若年層はマイノリティーとし

て参加しづらさを感じた可能性がある。また，

番組ジャンル別の書き込み平均年齢は，アニ

メ（37.7歳），音楽（48.0歳）だけが50歳未満

で，数少ない若年層の書き込みはこの2つの

ジャンルに偏ってしまったといえる。

これらから今回の実験では，一部のユー

ザーにとっては多様なコミュニケーションが

ある程度実現されていたが，インターネット

の習熟度の差，参加時期の差，書き込み頻度

の差，年齢の差などによってコミュニティー

内に壁を感じる人々が存在し，これらの差が

コミュニケーションの阻害要因になっていた

のではないかと思われる。

Ⅳ-3-2.	放送事業者と視聴者のコミュニ
ケーション

ここまで，番組を介したユーザーのコミュ

ニケーションという“横の回路”について話

を進めてきたが，ここからは，放送事業者と

ユーザーとのコミュニケーションという“縦

の回路”についてみていきたい。

今，インターネット上には，テレビ番組に

ついて語り合う場が数多く存在していること

は既知の事実である。こうした中，アンケー

トの自由記述には，以下のような意見も少な

からず存在した。

・わざわざteleda を使わなくても，既存の
ネット上の環境や，NHK のHP で番組に
対する意見交換やファン同士のコミュニ
ケーションは十分可能だと思います。（36
歳・男性）

teledaは現在，NHKの管理のもと登録制

で行われているため，ユーザーからは外部サ

イトに比べ安心してコミュニケーションでき

るとの評価が得られている。また，VODと

連動していることにより，視聴の広がりや深

まりが起こりやすいという点もこれまで述べ

た通りである。しかし，それだけでは，あえ

てNHKが運営する必然性が感じられない，

という意見である。

確かに，VOD＋ユーザーによるSNSだけ

では，“1 対多”の旧来型の放送局モデルを脱

し切れていないことも事実である。teleda が

掲げる「公共の広場」の理念を，ユーザーが

より納得できるものにしていくためには，コ

ンテンツ伝送という“一方向の縦の回路”に

加え，ユーザーと放送局とのコミュニケー

ションという“双方向の縦の回路”を構築す
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る努力が求められているのである。今回の実

験では，こうした観点からいくつかの新たな

試みを行った。その試みに対するユーザーの

反応を紹介する。

a）モデレーター（運営側＋ユーザー）

まず，1つ目の“縦の回路”は，teleda 運営

側とユーザーとの間に構築した。具体的には，

“テレダ君”と“技術君”というキャラクター

を作り，プロジェクトのスタッフで運営した。

“2人”の最も大きな役割はユーザーのサポー

トで，そのやりとりは，「teleda 広場」「teleda 

への要望・質問」の2つのコミュニティーで

共有した。今回，ユーザーの半数を50代以

上が占めており，SNS 初心者が多いと想定

されたため，ユーザーにまず「teleda 広場」

に来て挨拶や自己紹介をしてもらい，テレダ

君が1人1人に応答することで，SNSの雰囲

気をつかんでもらうよう心がけた。

また，テレダ君には，コミュニケーション

を円滑に進めるためのモデレーター的な役割

も設けた。teledaには，番組に結びついたコ

ミュニティーの他，ユーザーが自由にコミュ

ニティーを立ち上げる機能を設けたが，その

機能に対しユーザーが戸惑うことが想定され

た。そのため，コミュニティー立ち上げのア

ドバイスをしたり，関心が近いコミュニ

ティーへの誘導などを行った。

このような運営側とユーザーのコミュニ

ケーションは，当初「teleda 広場」「要望・質問」

を中心に行われたが，次第に他のコミュニ

ティーでも展開されるようになっていった。

以下，特徴的なコミュニティーを紹介したい。

まず，「teleda への番組追加リクエスト」

コミュニティーである。当初，teledaで公開

してほしい番組の要望は，「teleda 広場」や

各番組コミュニティーに分散して書き込まれ

ていたが，ユーザーの1人が「コメントが集

まれば番組の掲載につながる（はず）」と，こ

の場を立ち上げた。ここだけで70番組近い

リクエストが寄せられた。その多くは著作権

の関係から要望に応えることができなかった

ため，事情を説明し謝罪するしかなかったが，

その際，テレダ君，技術君はリクエスト番組

に対する個人的な感想を書いたり，関連する

別番組を紹介するなどの対応を行った。一方，

運営側では「懐かし・思い出のNHKの番組

について語ろう!!」コミュニティーを立ち上

げ，teledaでは見られない番組でも語り合い

たい，というユーザーの思いを受け止める場

を設け，テレダ君も積極的に参加した。

もう1つは「第61回紅白歌合戦について語

ろう」コミュニティーである。著作権の関係

で紅白はteledaで配信できないこと，またリ

アルタイムで番組を見ながら語り合う場がほ

しいとの書き込みが多かったことから，運営

側で立ち上げ，テレダ君と一緒に視聴する試

みを実施した。結果，コミュニティーの平均

参加人数の3倍近く，56人が参加した。

このように，テレダ君と技術君の役割は，

ユーザーとコミュニケーションを重ねる中で

次第に拡張していった。ユーザーにとって，

“2人”は，①「サイトの“運営者”」であると

同時に，②「NHKの“中の人”16）」であり，ま

た，③「ユーザーとNHKをつなぐ“媒介者”」

でもあり，更に，④「自分達と同じ“視聴者”」

でもあったのである。結果的に1人4役をこ

なすことになった“2人”の対応は試行錯誤の

連続だったが，アンケートの自由記述には下

記のような内容が数多く見受けられた。
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・最初は戸惑い，でも疑問にすぐテレダ君
が答えてくれたので良かった。（62歳・男
性）

・NHK は今まで一方通行だったが，テレダ
君やスタッフの方々はお顔は見えないの
にとても親しみを感じた。（68歳・女性）

b） コラムニスト

7人の外部有識者，専門家の協力による「コ

ラムニスト」（表1，14頁）も今回の実験では

“縦の回路”の機能を期待されていた。14頁

で述べたように，コラムニストは実験期間中

に，それぞれの専門的な立場から各4～5本

程度のコラムを執筆し，これらはteleda上に

設けられた各コラムニストの専用コミュニ

ティーに掲載された。それぞれのコラムは，

概ね400～800字程度の分量で，一般のユー

ザーの書き込みよりも長く，また各コラムニ

ストの専門分野や関心領域に沿って掘り下げ

られた内容で，読み応えのあるコラムが少な

くなかった。

例えば，ブロードキャスターのP. バラカン

氏は，実験期間中に放送が始まった番組

『ニュース深読み』について，後述のように自

身の番組出演の経験やジャーナリストとして

の経験から，番組の演出や掘り下げ方などに

対する批判的な内容のコラムを寄稿した。ま

た，社会学者の山口誠氏（関西大学）は，自身

の研究テーマである「観光とメディア」という

観点から，『世界ふれあい街歩き』のような

NHKの紀行番組について，民放の同種の番

組との比較などを行った。藤村忠寿氏（北海

道テレビプロデューサー）は，NHKのような

公共放送にとって視聴率という指標がどのよ

うな意味を持つのか，民放との違いは何なの

かといった点について考えるコラム等を寄稿

した。

だが，全体的にみるならば，コラムニスト

の各コラムが，当初想定したような「縦の回

路」の機能を充分に果たしたとは言い難い。

各コラムに対する一般のユーザーの反応は，

一部の例外を除けばそれほど活発なものでは

なく，コラムをきっかけとしたユーザー同士

のコミュニケーションも散発的なものに留

まった。

こうした結果となった原因として，いくつ

かの点が考えられる。すなわち，今回のコラ

ムニストはそれぞれ当該の分野における専門

家や著名人であり，そうしたいわば「プロ」

の書いたコラムに対して一般のユーザーが書

き込みをする，ということ自体に一定の心理

的な抵抗感があったであろうこと，また，一

部には内容的にやや難解なものがあったり，

更新の頻度が低くコミュニティーとして不活

性な印象を与えるコミュニティーがあったり

したことなどである。

今後は，コラムニストのような存在が，

teleda型のサイトに適しているのかどうか，

コラムニスト的な存在をおくとしても，その

人選をすべて運営側で排他的に行うことが，

ソーシャルメディアやインターネットの「文化

的風土」に照らして適切なのかどうか，一般

のユーザーの中の「オピニオンリーダー」的な

存在からコラムニストを選ぶというやり方は

ないか，などの諸点が検討課題となるだろう。

c）イベント（番組制作者＋ユーザー）

もう1つ，“縦の回路”の構築として取り組

んだのが，番組制作者とユーザーの交流を図

るイベントであった。イベントは『タイムス
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クープハンター』『クローズアップ現代』

『ニュース深読み』の3番組で行った。

＜タイムスクープハンター＞

この番組は，現代から派遣されたジャーナ

リストが，市井の人々の歴史を掘り起こすと

いう演出のドキュメンタリー風ドラマであ

る。11年春からの夜10時台の定時化を前に，

10年末に特集が放送されることになってい

た。そのため，番組広報ということで制作者

に協力を依頼した。イベントは，放送前日の

数時間，制作者にteledaに参加してもらい，

その時間内にユーザーから質問を募集，それ

をもとにテレダ君がインタビューし，内容を

teleda上に文字化するチャット形式で行っ

た。開催したのが年末の日中だったこともあ

り，参加は限られたユーザーに留まった。

しかし， イベント後， この特集を含め，

teleda上で公開されていた9本のシリーズの

視聴数は急速に増え，計133回視聴された。

また，その視聴経路は，約半数がイベント時

のやりとりが掲載されている番組コミュニ

ティー経由であることも分かった。

ちなみにteleda全体では，約8割が検索画

面経由で番組が視聴されており，コミュニ

ティー経由の視聴は5％にも満たない。つま

りこの番組では，イベントによってコミュニ

ティーが話題となり，そのことが視聴増加に

つながったと言えよう。また，今後の放送を

期待する書き込みも多かったことから，

VOD視聴だけでなく，テレビ視聴への誘導

効果の可能性もうかがえた。

＜クローズアップ現代＞

安楽死を選択した少女を取材した『クロー

ズアップ現代～ある少女の選択』は，teleda 

開始当初から最もよく見られ，書き込みの多

い番組だった。そのため，書き込みを制作者

に届け，ユーザーに返信してもらう形式での

回路作りを試みた。制作者からは，視聴率や

モニターと違う回路で反響を知り，それに応

答できる機会は貴重だ，との反応が得られた。

＜ニュース 深読み＞

『ニュース 深読み』は，teleda実験中の11

年1月にスタートした新番組である。ニュー

スを分かりやすく伝えるということでユー

ザーの関心は高く，第1回の放送への書き込

み数は，上位10位にあたる23件に上った。

また，teledaでは今回，ユーザー同士のコミュ

ニケーションを活性化する仕掛けとして，外

部有識者や専門家に“コラムニスト”として

参加してもらっていたが，その1人，ブロー

ドキャスターのP. バラカン氏も，この番組

に対し長文のコラムを寄せた。「残念ながら

深読みとはいえない。想定した視聴者の理解

力を少し過小評価したように思う」との厳し

い書き込みに対し，ユーザーからのコメント

も8件寄せられた。

これらの延べ30件の書き込みに特徴的

だったのは，ネガティブな意見が20件を超

えた一方で，同時に継続視聴を示す内容が

10件以上あったことである。teleda内には，

新番組なので長い目で見守ろうという空気が

漂い，その空気は第2回の放送以降も続いた。

・試行錯誤している感じが応援したくなり
ます。（40歳・女性）

・わかりやすいと軽いは根本的に違う。こ
れからも番組のために，お互い思ったこ
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とはハッキリ言いましょう。（51歳・男性）
・番組スタッフの制作戦略的コメント（反駁

でも）などを伺えるといいのだが。 （58歳・
男性）

書き込みは回を追うごとに番組批評が中心

となり，次第にその批評を制作者に届けたい，

という新たな空気がteleda内に醸成されて

いった。そこで制作者に相談し，制作者がユー

ザーに呼びかける形でイベントを行った。

・厳しいご意見に，スタッフでもここが弱
いよなぁと思っていた所がストレートに
指摘され息が詰まる思い。明日の放送を
見て，ご意見，改善点などをいただきたい。

（担当プロデューサー）

翌週の放送に対しては59件が書き込まれ

た。うち42件が他人のレビューに対するコ

メントであった。このコメント数は今回の実

験では最多であり，かつ2位の15件を引き

離していることから，イベントが書き込みの

活性化，対話の誘発をもたらしたことは明ら

かだった。

以上見てきたように，3つのイベントでは

それぞれ質の違った制作者とユーザー間のコ

ミュニケーションが生まれた。その内容と，

双方に生まれた心的作用を，書き込みや自由

記述，制作者へのヒアリングからまとめたの

が図24である。

しかし一方で，自由記述には以下のような

冷ややかな反応も見られた。

・参加者のコメントは優等生が多いなと感
じた。（60歳・男性）

・ダイレクトに批評することが何となく憚
られる雰囲気があった。（68歳・男性）

番組制作者とユーザーをつなぐ今回の試み

は，NHKが運営するteledaだからこそでき

た試みであった。しかし同時に，NHKが運

営する場であるが故に，どこまで忌憚ない批

評ができるのか，という課題もまた浮き彫り

となった。

Ⅳ−4 作業仮説の検証

ここまで，実験の結果について報告してき

たが，それらを実験において立てられた作業

仮説にそって検証していきたい。

繰り返し述べているように，今回の実験の

参加者は，NHKネットクラブの会員であり，

実験に希望して参加したモニターである。そ

のことに留意しながら，考察を進めていきた

い。

図 24　制作者とユーザーのコミュニケーションの種類

制作者 ユーザー

制作者 ユーザー

制作者 ユーザー

疑問・質問

関心増大意向把握

広報・説明

＜タイムスクープハンター＞
（実験的番組）

感想

理解認識深化

応答

＜ある少女の選択＞
（ドキュメンタリー）

批評・提案

参加感気づき

番組活用・報告

＜ニュース 深読み＞
（新番組）
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仮説①：

teledaを利用することによって，人々の視

聴行動に変化が生まれる。それは「それまで

知らなかった番組」「見ることのなかった番

組」を視聴するようになる，視聴する番組ジャ

ンルの幅が広がる，といった変化である。

終了時アンケートでは「これまで見なかっ

た番組を見るようになった」人が53％と半数

以上に上っていた。ログ解析からは，teleda

の視聴数上位の番組は必ずしも放送時の視聴

率が高くないこと，視聴される番組は少数の

番組に集中することなく，典型的なロング

テールの傾向であることが見いだされた。ま

た視聴数1～100位の番組では，その番組の

視聴に到達した経路の過半数が「口コミ」や

「話題性」といった「他者の行動」であり，書

き込みからもこうした「他者の行動」が，視

聴の広がりに影響していた事例が見られた。

また『タイムスクープハンター』や『ニュース

深読み』のケースのようにイベントが話題を

喚起し，視聴増加につながっただけでなく，

テレビ視聴への誘導の可能性もうかがえた。

teledaのようにVODサービスにSNS機能

を付加することで，通常とは異なる幅広い視

聴行動を生み出す可能性は高いと言えるだろ

う。

仮説②：

teledaの利用によって，（NHKの）テレビ

番 組 に 対 す る 興 味・ 関 心 が 増 大 し た り，

NHKに対する親近感が増加したりする。

アンケートでは，6割以上が「NHKの番組

に対する興味・関心が広がった」「NHKに対

して親近感を持った」「NHKの番組を見るこ

とがより楽しくなった」と答えており，さら

にそうした変化は，teledaをよく利用した人

で顕著に現れていた。また，ユーザーの記述

からは“テレダ君”や“技術君”というモデレー

ターの存在が，teledaというサイトやNHK

自体に親近感をもたらしていた可能性が示唆

された。さらにイベントによって制作者と直

接交流を図ることで，番組に対して関心や理

解が増したり，番組に対して批評・提案といっ

たより主体的な関わりを持ったりするユー

ザーの存在も見られた。

これらからteledaの利用によって（NHK

の）テレビ番組に対する興味・関心が増大し，

またモデレーターやイベントといった運営者

側がユーザーのコミュニケーションに関与す

る仕掛けによって，放送局とユーザーとの関

係性により積極的な変化を生じさせ得ると言

えるだろう。

仮説③：

teledaのSNS機 能 を 利 用 し た コ ミ ュ ニ

ケーション（視聴した番組に対するレビュー

やコメントといった書き込み等）では，話題

の対象とする番組のジャンル（報道・情報，

教養，教育，娯楽など）によって，その質や

量に差異がある。

ログ解析および書き込みから，番組ジャン

ルによって視聴や書き込みの傾向が異なり，

音楽やバラエティー番組では，短文で気軽な

書き込みが多く，一方ドキュメンタリーや報

道番組など，政治社会的なテーマを扱った番

組では，ユーザー同士の活発で持続的な議論

に発展するケースが多かった。またドキュメ
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ンタリーや報道番組では活発な議論が新たな

視聴を呼び込むといった，視聴と書き込みの

連鎖的循環が生じやすいという傾向が見られ

た。

ただし，今回の実験で積極的に書き込みを

行ったのは40代以上の中高年層であり，ま

た そ の 中 で も 特 に 男 性 の60代 を 中 心 に

ニュース番組などで活発な議論が展開されて

いたことに留意する必要がある。実験の参加

者は，NHKの番組視聴頻度が高い“NHK好

き”の傾向が強いと考えられ，そうした参加

者においては硬派のニュースやドキュメンタ

リー番組，そして議論自体に親和性が高い人

が多かった可能性がある。例えば，当研究所

が実施した「日本人とテレビ・2010」調査に

よると，ふだんの視聴局が「NHK型」の人（＝

NHKのほうを多く見る人）では，よく見る番

組ジャンルとして「ニュース・ニュース

ショー・報道番組」や「ドキュメンタリー・

教養」が多く，また同じ50・60代の中でも

「NHK型」で上記の番組ジャンルをよく見て

いるという結果が出ている。さらに，世の中

との関わりの中でどのように生きているかと

いう市民意識についても，「社会のために必

要なことを考え，みんなと力を合わせ，世の

中をよくするように心がけている」というタ

イプの人の割合が，NHK型で高い，という

結果もある。

ま た， 今 回 レ コ メ ン ド 機 能 に あ っ た

「Twitterで話題になった番組」の利用は少な

く，他のSNS利用者と今回の実験の参加者

では視聴や書き込みをする番組の傾向が異な

ることも考えられる。

今回の結果から番組ジャンルによって，コ

ミュニケーションの量や質に違いがあること

が示されたが，どのようなジャンルの番組が

どういったコミュニケーションを喚起するの

か，さらに検証が必要である。

仮説④：

teledaの諸機能は，特定の性・年層・趣味・

嗜好の人々同士のコミュニケーションだけで

なく，属性や立場を超えた多様な人々による

コミュニケーションを促進し，番組を介した

「共有体験」を生み出し得る。

アンケート結果からもログ分析からも通常

のSNS利用の中心層（20～30代）とは異な

り，60代以上の高年層が活発に利用してい

た こ と が 示 さ れ た。 こ の 点 に お い て は，

teledaはSNSの世界ではマイノリティーで

ある高年層にもコミュニケーションに参入す

る機会を生み出したと言える。しかし，逆に

若年層の利用は少なく，年齢を超えた交流を

促進したとまでは言えない。また，コミュニ

ケーションの活性層と非活性層の間に「壁」

が生じていたことや，番組ジャンルを軸にコ

ミュニティーが細分化・分極化（“タコつぼ

化”）する傾向が見受けられた。今回の実験

においては，番組を介した「共有体験」は一

部の参加者に留まったということになろう。

　

仮説⑤：

teledaでの人々の番組視聴や相互のコミュ

ニケーションを活性化するためには，運営サ

イドからの適度な働きかけ（モデレーター，

コラムニスト，イベント）が必要である。

今回“テレダ君”と“技術君”というモデレー

ターは，通常のSNSでは考えられない多面
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的な役割をユーザーから求められた。このこ

と は， こ う し た モ デ レ ー タ ー の 存 在 が，

teledaの利用を促進し，コミュニケーション

を活性化するのに，大きな効果を持っている

と言えるだろう。またイベントにより制作者

とユーザー間にコミュニケーションが生ま

れ，またそれは新たな視聴や書き込みを喚起

することにもつながった。一方で，コラムニ

ストのコミュニティーについては，ユーザー

の関心を集めるには至らなかったが，その理

由として，アンケートの自由記述からはコラ

ムニストをユーザーと別格の位置づけにした

ことや人選を運営者側だけで進めたことがあ

ると考えられる。

teledaの目指す「公共の広場」が，どの程度

ユーザー自身の自発的なコミュニケーション

を重視するのか，また運営者である放送局が

teledaの中でどういった位置を占めるべきな

のか，という問題に関わるが，少なくとも放

送局が運営するSNSサイトであることを前

提に，ユーザーのteledaの利用を活性化する

ためにはこうした運営サイドからの働きかけ

は必要であるだろう。しかし，その内容や関

与の仕方と程度については，今後慎重に検討

すべき課題である。

なお，今回の結果だけから，teledaの試み

について一般化し得る結論を導くことはで

きない。そこで参加者の属性が異なる2010

年の2～3月に行った1回目の実証実験の結

果17）についても，参考として付け加えてお

きたい。

1回目の実証実験の参加者は，調査会社の

モニター登録者から日頃のNHKの視聴頻度，

視聴ジャンル数を考慮してスクリーニングし

た30～40代の男女124人である（①NHKを

日常的に視聴しない：25人，②NHKを日常

的に視聴／ジャンル数少ない：56人，③

NHKを日常的に視聴／ジャンル数多い：43

人）。年齢は，中年層に限られていて人数も

少ないが，NHKの視聴頻度は多様であり，

また会員に登録するなど特にNHKに対して

何らかの積極的な行為をしている人々ではな

い。その意味で，30～40代の一般的なイン

ターネットユーザーに近いと言えるだろう。

仮説①に関して，1回目の実験においても，

サイト上での番組に関するコミュニケーショ

ンは，多くのユーザーに新たな番組との「出

会い」や「気づき」をもたらしたり，視聴する

番組ジャンルの幅を拡大させたりするといっ

た，行動上の変化をもたらしていることが示

された。1回目2回目の実験を通してこの仮

説は支持されており，かなり一般化し得ると

考えられる。

続いて仮説②については，1回目の実験で

も，意識面での変化を経験したユーザーは少

なくなかった。しかしそのような変化が起き

ていたのは，NHKを「日常的に見ない」，あ

るいは「視聴ジャンルが少ない」人で，もと

もとNHKの番組を幅広く視聴していたユー

ザーではteledaの利用によって視聴行動や意

識が大きく変化することがなかった。今回の

実験参加者は，むしろ日常的にNHKの番組

に接している後者のユーザーに近いと思われ

る。前述したようにそうしたユーザーにおい

ても変化が起きていたのは，今回新たに加え

たモデレーターやイベントなどの運営者側が

ユーザーに働きかける機能が，放送局とユー

ザーの距離を縮めることに有効に作用してい

たためだと考えられる。
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仮説③の番組ジャンルによるコミュニケー

ションの違いについては，1回目の実験でも

同様の傾向が見られ，このような番組ジャン

ルとコミュニケーションの質の関係はある程

度一般化し得ると考えられる。

仮説④，⑤については，2回目の実験のみ

の検証項目である。

Ⅴ 可能性と課題

Ⅴ−1 急変し続ける外部環境

これまで見てきた通り，teledaとは，VOD

機能に，視聴者同士，視聴者と放送局間のコ

ミュニケーション機能を組み合わせた，イン

ターネット時代，デジタル・アーカイブ時代

の放送局の新たなサービスのあり方を考える

ための実験である。なぜこのようなサービス

が，放送局に，特に公共放送であるNHKに

おいて必要とされるのか，実験主体である

NHK放送文化研究所とNHK放送技術研究所

ではこれまで，以下の問題意識を共有しなが

ら進めてきた。ここで改めて確認しておきた

い。

放送メディアの存在意義とは，社会の多様

性を反映した放送番組が，人々の公共的なコ

ミュニケーションを媒介し，民主的意思形成

過程を下支えすることにある。「ソーシャル

メディア」といえば今日，インターネットを

想起するのが一般的であるが，実は放送メ

ディアこそ，本来その特性を持っているので

ある。この特性を，放送だけでなく，ネット

を活用することにより，より拡張，活性化さ

せることができないだろうか。またこうした

VOD＋SNSという新たなサービスの構築に

は，広告収入に依らない経営基盤を持つ

NHKこそが，先進的に取組む必要性がある

のではないだろうか。

これらの問題意識は基本的には現在も変化

していない。しかし2009年にプロジェクト

を立ち上げて2年半の間に，ネット上におけ

るVOD・SNSサービスは急激に変化，発展

を続け，それに伴い，NHKでも実サービス

において，外部サービスとの連携を積極的に

行ってきている。そのため，プロジェクトが

前提としてきた現状認識を更新し，teledaの

位置づけを再確認する作業が必要になってき

ているのである。

現行のteledaは，NHK独自のVODサービ

スにNHK独自のSNSサービスを組み合わせ

たモデルである。teledaの今後の展開を考え

るにあたっては，現在広がりつつある，局を

超えたVODの共通プラットフォーム化の動

き（詳細はⅤ−2参照）や，会員数が増え続け

るTwitterやFacebookなど，外部SNSサー

ビスとの関係性をどう整理していくのかの大

きく2点の現状認識がポイントになってく

る。そこで，まず次項では，現時点での

VODとSNSをめぐる国内外の最新の状況を

整理することで，teledaの位置を再確認して

いきたい。

Ⅴ−2 VOD・SNSサービスの現状と
teleda

Ⅴ-2-1.	VODとSNSの融合
国内外のVOD及びSNSサービスはどちら

も会員数を増やしながら成長しており，様々

なVODサービスがSNS機能を活用する動き
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が広がっている。逆にSNS上でも映像が見

られるようになるなど，近年になって双方の

融合とも言える動きが進んでいる。

放送事業者による国内のVODは，2008年

の改正放送法施行を受けてNHKのVODサー

ビス「NHKオンデマンド」が同年12月にス

タートするなど，2008年から2009年にかけ

て本格化した。放送事業者以外でも2007年

にテレビメーカー各社の出資によるアクトビ

ラ18）が，2009年には「GyaO!」19）がスタート

するなど，ここ5年間で様々なVODサービ

スが展開されている。

一方のSNSサービスは2004年にスタート

したmixiが月間ログインユーザー数1,500万

人を超え20），1,000万人規模のTwitter，500

万人に達したFacebook21）など，それぞれの

サービスが利用者を増やしている。その影響

力は増大しており，2010年からGyaO！が，

2011年に入ってNHKオンデマンドが外部

SNSとの連携機能を始めるなど，ここ1，2

年でVODにSNSを組み入れる動きが始まっ

ている。その中には，teledaのように自らの

プラットフォームにコンテンツ評価や感想を

書き込める機能（独自レビュー機能）を設け

るケースや，Twitterの「つぶやく」ボタンや

Facebookの「いいね！」ボタンなどのソー

シャルボタン機能（外部SNS連携）を加えた

ケースなど，活用法は多岐に渡っている。

そこで，国内外のVODサービスについて，

SNSサービスの活用法に応じてグループ分

けを行い，それぞれの特徴を以下にまとめる。

Ⅴ-2-2.	VOD＋SNSの現状
国内と欧米の主たるVODサイトについて，

SNS の 機 能 の 活 用 法 に 応 じ て 分 類した

（表7）。その結果，teledaは，外部SNS連携

機能が無く，VODに独自レビュー機能を組

み合わせたグループ③に属し，全体としては

中間的な位置にあることが確認できる。

それぞれの組み合わせにどのような特徴が

見られたのか，以下に各社ヒアリングから得

られた回答を交えながらまとめる。　

① VODのみのグループ

現在ソーシャル機能が無いかほとんど設け

られていないVODに特化したサービスでは，

国内の民放キー局5社と広告代理店4社が共

同で運営するテレビドガッチ22）やアクトビ

ラ，民放独自のオンデマンドサービスなどが

表7　日本・欧米の主たるVODサイトのSNS活用分類（2011年9月1日現在）
国内VODサイト 欧米のVODサイト

放送事業者 その他事業者 放送事業者 その他事業者

①VODのみ 民放キー局
VODサイト

アクトビラ
テレビドガッチ

②VOD＋外部SNS連携 NHKオンデマンド 国内版Hulu

iPlayer
ZDFメディアテーク
ARDメディアテーク
フランステレビジョン

③VOD＋レビュー機能 （teleda） iTunes Netflix
iTunes

④VOD＋外部SNS＋
　独自レビュー機能

GyaO!
ツタヤグループ
DMM.com

FOX.com.
ABC.com,NBC.com,
CBS.com

Hulu
amazonVOD

※動画共有サイト，プロモーションを目的としたミニ動画サービスを除く。
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挙げられる。

アクトビラは2011年2月からPCや携帯サ

イトとテレビ向けVODサービスとの連携を

開始した。これは，PCや携帯サイトでコン

テンツを選択してお気に入りに入れることで

テレビ画面でよりスムーズな視聴が可能にな

るサービスだが，ソーシャル機能は採用して

いない。アクトビラ担当者は，「ソーシャル

サービスの持つ力は無視できなくなってお

り，今後PC/モバイルサイトへのソーシャ

ル機能の付加を検討したい」としている。

また，民放キー局5社と大手広告代理店4

社により設立されたプレゼントキャストが運

営するVODサイト「テレビドガッチ」も，ア

クセスランキングのみで独自レビュー・外部

SNS連携などの機能は設けていない。担当

者は「今後，秋から冬にかけてのマイナーチェ

ンジでのソーシャルボタン設置を検討してい

く」と回答するなど，SNS機能について必要

性を否定するのではなく，SNS機能への展

開の途上にあると見られる。

民放キー局各社においても，一部の番組で

ソーシャルボタンの設置が散見されるように

なった段階であり，担当者からは「番組HP

にはソーシャル機能を付け始めているが，動

画サイトまで対応しきれていないのが現状」

との回答が聞かれた。なかにはフジテレビオ

ンデマンドのように，番組HPと共通の仕組

みの中で外部SNS連携機能を活用する手法

も見られている。アクトビラやテレビドガッ

チと同様に民放各社においても，ソーシャル

機能の重要性は認識されており，今後ＳＮＳ

を活用する動きが徐々に進んでいくものと思

われる。

②VOD＋外部SNS連携（外部発信）

このグループでは，VODのサービスで利

用者が面白いと感じたり，人に薦めたいと感

じたコンテンツについて，mixiやTwitter，

Facebookなどの外部のSNSを活用すること

で，それぞれのSNS内で番組について紹介

することが可能となっている。これにより，

数千万人や数億人規模と呼ばれる巨大SNS

サービスの利用者に，コンテンツの魅力を拡

散させることが可能となり，ひいては，コン

テンツのみならず，発信元となったVODプ

ラットフォームをアピールできる利点があ

る。

この組み合わせは，NHKオンデマンドや

英BBCのiPlayer，さらに独ZDFメディア

テークやARDメディアテークなど，日欧の

主たる公共放送によるVODサービスが採用

している。自社のプラットフォーム上に独自

のレビュー機能を設けることによって生じる

可能性がある誹謗中傷や公序良俗に反する書

き込みなどの発生リスクを背負うことが無い

ため，小さな労力でソーシャル機能を付加で

きる。

この仕組みは，外部SNSを経由して新規

の利用者を誘導することができる一方で，す

でに当該VODプラットフォームを利用して

いる者にとっては，他者に薦めることができ

ても，VODサイト上で他者の感想を読んだ

り，利用者同士で交流することができないと

いうデメリットが存在する。その点では，

VODとソーシャルボタンの組み合わせは，

既存のVODと情報発信のみの，限定された

ソーシャル機能の付加にとどまるということ

ができる。

さらに，組み合わせるVODが，NHKオン
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デマンドのような有料サービスの場合は，効

果はより限定されたものになりうる。すなわ

ち，仮に外部のSNSに触れたユーザーに薦

めることができたとしても，VODを利用す

るには新たな支払いが生じるため，友人に薦

めることをためらったり，薦められた利用者

も気軽に利用することができないなど，外部

SNSサービスからの誘導効果は限定された

ものになりうるということである。こうした

ことから，VODとソーシャルボタンの組み

合わせによるサービスは，リスクやコスト負

担を限定できる分，ソーシャル機能により得

られる効果も限られたものになると言える。

　　

③VOD＋独自レビュー機能（交流）

このグループは，今回実証実験を行った

teledaと同様に，VODにそのプラットフォー

ム独自のレビュー機能を設けたサービスで，

利用者がコンテンツを選ぶ際に他者の感想を

参考にしたり，コンテンツ視聴後に他者の感

想に共感したり，反論したり，対話したりす

ることができる。

teledaの他に，現在アメリカで最も多くの

利用者数を獲得している映像配信サービス，

Netflix 23）がこの仕組みを採用している。

Netflixは，サービスを展開する米国・カ

ナダ両国でおよそ2,500万件の利用者契約を

獲得している。もともとは，DVDの宅配レ

ンタルサービスから始まった企業だが，現在

最も利用者数を増やしているのが，インター

ネットを経由したVODサービスである。

月々7.99ドル（1ドル80円換算で640円程

度）を支払えば，映画やテレビ番組が見放題

となるもので，対応端末は，PC以外にも，

ゲーム機やインターネット接続テレビ，アッ

プルTVなどのSTBやスマートフォンやタ

ブレットなど700以上の端末に及ぶ。低価格

や多種多様な端末に対応していることとは別

に，Netflixの強みとなっているのが，ソー

シャル機能による付加価値である。Netflix

利用者による独自のコンテンツ評価が50億

件以上存在していることにより，利用者はコ

ンテンツ選択の際に，他者の多くの評価を参

考にすることができる。単純比較はできない

が，日本におけるビデオレンタル及び映像配

信事業者であるツタヤ24）が53万 件，DMM.

com25）は51万件との回答であり，大きな差

が付いていることになる。

Netflixのサイトそのものには、新規顧客

を呼び込むソーシャル機能は無い。1988年

のVPPA（ビデオプライバシー保護法）26）に

よる制限から設けていないとの考え方もでき

るが、すでに2,500万契約もの圧倒的な地位

を築いたサービスにとっては、サービスの存

在を他に知らしめるソーシャルボタンの必要

性はさほど高くないとも言える。

また，利用者による評価や感想が，新規ユー

ザーを含めた利用者全体の利便性向上につな

がっていると思われる。その点においては，

ソーシャルボタンは外部から新規ユーザーを

獲得したいと考える市場拡大途上の事業者に

適した手法であり，一方のレビュー機能は新

規ユーザー獲得よりも，既存の利用者の満足

度向上につながる特性を有していると言え

る。現在同一グループに属しているteledaが，

今後利用者を増やそうとする段階には，レ

ビュー機能のみならず，発信機能であるソー

シャルボタンが求められる局面が出てくると

考えられる。
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④VOD＋外部SNS連携＋独自レビュー機能

（外部発信＋交流）

このグループは，ソーシャルボタンとレ

ビュー機能の2つが併用された仕組みを採用

している。この仕組みにより得られるメリッ

トは，外部SNSから新規のユーザーを獲得

できるうえに，VODサイトへの来訪者は他

者の評価や感想を見ることでコンテンツ選択

の参考にしたり，自分の感想と照らし合わせ

たりすることにより，コンテンツ視聴の深度

を増大させることが可能になる。また他者と

の交流により新たなコンテンツと出会うと

いった，多くの効果を得ることができる。

国内では，ポータルサイト最大手のヤフー

の子会社であるGyaO!が，番組単位での独自

レビュー機能を2009年9月のサービス開始当

初から設置し，2011年5月のリニューアルの

タイミングで，1話単位のレビュー機能に発

展させた。また，ソーシャルボタンについては，

2010年4月に，まずTwitterボタンを設置し，

半年後の10月にはmixiとFacebookのボタ

ンを追加した。また，DVDレンタル最大手の

ツタヤやDMM.comも，PCサイトにおいて

ソーシャルボタンとレビュー機能双方を備

えたサービスを提供しており，コンテンツ評

価を含めたレビューの件数がどちらも50万件

を超えている。DMM.comではこのほかに，

Twitterでコンテンツについてつぶやいて，

それを読んだ新規顧客がサイト上でコンテン

ツをレンタルするとポイントがたまる制度を

設けるなど，利用者に積極的にソーシャル機

能を活用してもらうことにより，サイトの知

名度や利用者数の増大を図る仕組みを導入し

ている。

海外では，アメリカの4大ネットワーク局

すべてがこの仕組みを導入している。Fox.

comやNBC.comでは，放送回（エピソード）

ごとのシェアボタンやレビュー機能の他に，

番組ごとにコミュニティーと名付けられた広

場が設けられ，そこで好きなキャラクターや

好きな放送回など，タイトルごとに交流の場

が設けられている。その他，ABC.comでは

ボード，CBS.comではフォーラムという名

称で，視聴者の交流の場が設けられている。

また，NBC.comでは，Fan it!というポイン

ト制が設けられるなど，ソーシャル機能の利

用を活性化させる工夫が凝らされている。

Ⅴ-2-3.	求められる多様な選択肢
こうして見ると，放送事業者に限って言え

ば，アメリカを中心とした海外のVODサー

ビスの方が，国内に比べて積極的にソーシャ

ル機能を活用していることが分かる。そして，

国内外問わずどの事業者もソーシャルの重要

性は認識しており，何らかの形で活用したい

と考えている様子が見られた。しかし，その

仕組みや活用範囲は多種多様であり，どのよ

うな形が最適解なのか，試行錯誤が繰り広げ

られているのが現状だ。

BBCはソーシャルボタンを活用する一方

で，レビュー機能は設けていない。但し，番

組のホームページに視聴者がコメントできる

ようになっていたり，Facebookに主要な番

組のファンページがあるなど，視聴者同士の

交流の場が外部には存在している。iPlayer

担当者への取材では，VODサイトそのもの

にレビュー機能を設けていない理由につい

て，期待できる効果が小さいことと，運営コ

ストの2つが挙げられた。

NHKにおいても，一部番組HP上に掲示板
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を設けたり，Twitterにおける公式アカウン

トを70以上設けるなど，VODとは別の場所

でソーシャル機能を活用しようと試みてい

る。とりわけ公共放送については，費用対効

果とリスク管理を総合的に判断してどの形が

最適解なのか，今後，他の事例も見極めなが

ら，慎重な判断が求められるだろう。

一方，VODサイトにソーシャルボタンと

レビュー機能の双方を設けている米国版

Hulu27）では，公式ブログ「The future of TV

（テレビの未来）」28）の中で，1つの確かな傾

向として次のように述べている。

「消費者はこれまでになく大きな影響力を

示し始めている。それは，消費者側がソーシャ

ルメディアを自由に使えることによってもた

らされる。（中略）この動きは，番組制作者・

保有者，放送・配信事業者の動向を大きく変

える力を持っている」。

今後も様々な形でVODとSNSの組み合わ

せが登場するだろうが，最終的には利用者が

最も使いやすく，自由に発言できる形が選ば

れるのではないだろうか。そのためには，多

様な選択肢が用意されるべきだと言える。

Ⅴ−3 考察・今後の展開

teledaはあくまで実証実験であるため，現

行の姿のまま実サービスに移行していくこと

は考えられていない。しかし，2度の実験を

経て，そろそろ実サービスに即した形で今後

の展開を考える時期にきている。

そこで，これまでに得られた実験結果や，

前項で確認したVOD・SNSを取り巻く現状

認識，そして既に実際に行われているNHK

のネット上のサービスという点を踏まえなが

ら，今後の展開について考察していきたい。

考察にあたっては，現行のteledaが持つ5つ

の特徴から見ていく。

Ⅴ-3-1.	無料VODサービス
現行のteledaの特徴のひとつは，（実験と

いうこともあって）参加者はVODによる番

組視聴を全て無料で利用できるということで

ある。イギリスをはじめ海外の公共放送の

VODサービスでは，その多くが見逃しサー

ビス29）については無料である30）。NHKオン

デマンド（以下NOD）は「見逃しサービス」も

含め有料だが，スタート当初から赤字が解消

されないという事情もあり，将来的には無料

化も考えられるのではないか，といった様々

な意見がNHK内には存在していた。プロジェ

クトとしてはこうした議論も意識した上でス

タートした。

VODサービスをベースとするteledaの今

後として最もイメージしやすいのは，NOD

のサイトにteledaで行っていた独自のレ

ビューなどの機能を接合する，というシナリ

オであろう。しかしその場合，対象者は現在

有料サービスを利用している一部の人に限定

さ れ る31）。また，それ以前に，現行では

NODは受信料ではなく，区分経理で行うよ

う義務付けられているため，サービスの費用

対効果，つまりサービス導入によって新規契

約者が増えるかどうかが問われ，公共放送の

理念や使命だけで簡単に新たなサービスを導

入することはできないという事情もある。ま

た前項でも述べたとおり，NODでは，既に

外部SNSサービスとの連携も行われている。

以上のことを総合的に考えると，現時点で

NODにteleda的サービスを接合させる議論
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はそうたやすくはない。

ただ，民放のVODサービスに目を転じる

と，有料が主流ではあるものの，同時に，無

料広告モデルについての模索も続いている。

そもそもVODサービス自体，本格化してか

らまだ数年しかたっていないサービスであ

る。そのため，日本のみならず海外でも，ま

だ確固としたビジネスモデルが描かれていな

いのが現状である。最新動向を敏感に捉え，

先を見定めながら，今後の展開について柔軟

に考えていきたい。

Ⅴ-3-2.	クローズドな空間
teleda実証実験のもう1つの特徴は，ユー

ザーをネットクラブの会員に限定したことで

ある。これは，番組の著作権処理に関する問

題に加え，teleda上で誹謗中傷や公序良俗に

反する書き込みがなされるなどのトラブルが

できるだけ起きないようにするため，という

リスク管理上の判断によるものでもあった。

そのため，今回の実験は，“クローズド”な

環境内で行われた。　

実験では使用に注意を要する言葉（NG

ワード）を予め設け，そのワードが書き込ま

れた場合，運営側でその都度確認し，削除す

ることもありうるという取り決めをユーザー

との間で行った。しかし，そういった事例は，

実験期間中はほとんどなく，それ以外の書き

込みにおいても，大きなトラブルが生じるこ

ともほとんどなかった32）。ユーザーからは，

参加者が会員であることから安心して書き込

めた，との意見も寄せられた。

しかし一方で，そのことは二律背反的な状

況も生みだした。一部のユーザーから，「優

等生的な書き込みが多い」「NHK的，予定調

和なコミュニケーションが多い」という指摘

が少なからず寄せられていたのである。また，

専門家からは，書き込みの中身が“お行儀が

いい”のはもちろんのこと，ニュース・報道・

ドキュメンタリーなど“硬派”な番組ジャン

ルの視聴，書き込みが多いという傾向も，ユー

ザーの属性に起因しているのではないか，と

の指摘がなされた33）。

あいにく，放送局の独自VODとSNSの独

自レビュー機能を組み合わせたteledaのよう

なサービスは現在日本には存在しないため，

他の類似サービスと単純に比較検討すること

は困難である。しかし，もし指摘された傾向

があるとするならば，多様な番組を通じ多様

な人たちが多様な価値観に出会う「公共の広

場」の設営というteledaの趣旨と，実際に実

験で作られた空間にはズレが生じていた，と

いうことになる。

もしもこうしたズレが存在しているとするな

らば，そのズレをどう埋めていくのか，につい

て，今後注意深く議論していかなくてはなら

ないであろう。しかし，だからといって完全に

オープンな空間にしてしまっては，書き込みの

場が荒れるリスクは高くなり，それを防ぐため

にかかるコストも高くなってしまう。

そこで，今後考えられる展開としては，前

項の③（P41）のような，レビュー機能は会

員のみが活用できるようにしたまま，外部

SNSからも参加者を誘導できる，いわゆる

“セミオープン”モデルがあると思われる。

こうした取組みを行うことで，NHKネット

クラブの会員とそうでない人たちとの間に，

果たしてどの位の違いがあるのかについても

検証していけると考えている。今しばらく模

索を続けていきたい。
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Ⅴ-3-3.	コンテンツの長さ
今回の実験では，ユーザーの年齢は，40

代以下と50代以上がほぼ半数であった。し

かし利用頻度を見ると，若年層（10～30代）

より高年層（60～80代）の方がはるかに日常

的にteledaを利用しており，全体の書き込み

の平均年齢も52.7歳と高年層寄りの結果と

なった。通常のSNS利用者の中心層は20～

30代であることを鑑みると，teledaではかな

り特異な状況が起きていたことが分かる。こ

れはプロジェクトでも実験前には想定しえな

い結果だった。この結果をどう受け止め，今

後の展開をどのように考えていくべきであろ

うか。

上記の背景としてまず考えられるのは，

teledaで視聴できる番組が，実際に放送され

た番組と同じく30分～1時間程度のコンテ

ンツであるため，見ること自体に時間を要し，

更にその後，感想や意見を書き込むとなると，

高年層に比べて在宅率が低く仕事などで多忙

な若年層には，なかなか利用しにくかったの

ではないか，ということである。ユーザーア

ンケートの自由記述においても，若年層を中

心に，そのことをうかがわせる記述が見受け

られた34）。

他の類似サービスでも同様の現象が起きて

いるのか，今後検証していく必要があると考

えている。ただ，Ⅳ章でも指摘したように，

NHKはそもそも，放送においても視聴者が

高年層に偏る傾向があるため，その傾向が

ネットを通じたサービスにも反映しているの

かもしれない。いずれにせよ，今回の実験結

果からだけでも，現行のteledaが高年層と親

和性の高いサービスであるということはある

程度確認されたといえよう。

ならば次に考えるべきことは，今後teleda

の機能を，どの年層により力を入れて強化し

ていくのか，ということである。teledaの理

念，理想はあくまで，いずれの年層にも力点

をおかない，いわゆる公共放送のあまねく

サービスであるが，いきなりそれを実現する

ことが至難の業であるということは，今回の

実験を通じて痛感した所である。今後は，年

層別にいくつかの道筋を作り，その道筋がど

こかで融合していく，そういう長期ビジョン

を描きながら取組みを進めていくことも必要

になってくると思われる。

一つ目は，今回得られた高年層向けサービ

スをより充実させていく，という方向性であ

る。ユーザーアンケートの自由記述では，

SNS初心者とみられる高年層の人たちが，

その魅力を実感したとする内容も多く見受け

られた。今後，日本では高齢者の単身化が進

むことは明白であり，そうした中で，誰もが

共通の話題にしやすい「番組」という存在を

介し，分断されがちな高年層同士の心と心を

つないでいくサービスを展開していくこと

は，公共放送NHKの大きな役割の一つでは

ないかと思われる。

二つ目は，在宅での可処分時間が限られて

いる若年層に対しても訴求していける可能性

を持つVOD・SNSサービスを考えていくこ

とである。それを考える一つの材料が，ネッ

ト動画において存在感を増しつつある短尺の

映像コンテンツ，「ミニ動画35）」への視点で

あろう。現在，若年層を中心に，生活の様々

なシーンで，様々なデバイスを経由してミニ

動画を視聴する習慣が浸透している。

NHKでは現在，外部VODサイトGyaO!に，

プロモーション用として大量のミニ動画を制
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作・配信している36）。2012年からは，NHK

オンライン上で，これらのミニ動画を集めた

プラットフォームを構築する予定である。若

年層についても照準に入れていくのであれ

ば，こうしたミニ動画プラットフォームに

teleda的サービスを接合させていく，という

ことも選択肢として考えられるのではないだ

ろうか。

しかし番組制作サイドには，ミニ動画が浸

透しすぎると若年層がそれで満足してしま

い，本来見てもらいたいと考える長尺コンテ

ンツ，つまりテレビ番組の方を一層見なく

なってしまうのではないか，との懸念も存在

している。また，同じ文脈で，ミニ動画を見

ただけで意見や感想を書き込むことに対し，

否定的，また，そもそもミニ動画だけで意見，

感想など書き込めるのか，という疑問の声も

ある。確かに，前項で示したように，GyaO!

上では既に独自のレビュー機能が展開されて

おり，ミニ動画にも一般の番組同様にレ

ビューが書き込めるようになっているが，現

状の書き込みを見ると，必ずしもその場が活

性化しているとは言い難い状況にある。しか

し，こうしたサービスはまだ始まったばかり

で，試行錯誤の段階にある。良くも悪くも，

番組制作に対する既成概念がないが故に，

チャレンジを厭わないネット事業者の取組み

について，批判する前に模倣してみることも

必要ではないだろうか。

Ⅴ-3-4.	VODサービス
今さらここで改めて確認するまでもない

が，現行のteledaは，あくまでVODをベー

スにしたSNSサービスである。しかし，実

験では，teleda上ではなくテレビでリアルタ

イムに番組を視聴し，その後，感想や意見を

書き込む時にのみteledaを利用したと思われ

る状況も少なからず見受けられた。

更に，実験当初から，リアルタイムで番組

を見ながらteledaで書き込みを楽しみたいと

いう要望もユーザーから寄せられており，運

営側でも急遽そうしたニーズに応えるべく，

いくつかのコミュニティを設けるなどの対応

を行った37）。ユーザーアンケートの自由記

述にも，同様の要望が多数寄せられた。

外部SNSサービスにおいては，リアルタ

イムでの視聴体験を共有しながら書き込みを

楽しむ，ということが日常化していることか

ら，こうした要望が多いことはある程度予測

されたことだった。しかし，こうした要望を

踏まえてどう今後の展開を考えていくのかに

ついては，NHK全体でのSNSのトータル戦

略の議論なくしては見えてこない。

なぜなら，こうしたリアルタイムの放送に

連動した書き込みへの取組みは，すでに

NHKでは多くの番組で行われており，特に

Twitterと連携した取組みは，視聴者との双

方向を標榜する番組の，もはや標準装備と

なった感さえある。しかも，それぞれの番組

にはHPも存在し，そこでは制作スタッフブ

ログや掲示板などが設けられているケースも

少なくない。ネット上のコミュニケーション

戦略を定めないまま，サービスだけ場当たり

的に拡張してきたことによる課題が，すでに

山積しているのである。

今後は，teledaのようなVODサービスを

中心に据えた共通の場を設け，視聴者同士，

制作者との交流もすべて一か所にまとめる方

がユーザーの利便性にかなうのか，それとも

NHKオンラインのように，放送を中心に据
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えた共通の場にまとめるのか，それとも現状

のNHKのように，スタッフブログという形

でVODサイトとは別に制作者と語りあう場

所を設けたり，視聴者交流の場を外部SNS

に作るなどした方が，視聴者が自由に発言し

やすいのか，などトータルな議論が必要に

なってくるであろう。teledaの実験をきっか

けにしながら，プロジェクトでは，こうした

議論をNHK全体で展開していけるよう働き

かけていきたい。戦略なき対応は，コミュニ

ケーションの分散化を更に加速させることに

なりかねない。

Ⅴ-3-5.	独自サービス
最後に，teledaの大前提である，VOD・

SNS融合サービスをNHKが独自に行うこと

の意味について考えておきたい。

こうしたサービスを独自に運営する最大の

意味は，Ⅳ章でも述べたように，そこで交わ

されるコミュニケーションに対し，運営側が

積極的に関与していけることにある。その一

つが，SNSのレビュー機能の最大の特徴で

ある“口コミ”効果を，視聴，コミュニケーショ

ンの“深まり”だけでなく，“広がり”につな

げていく，という取組みだが，これは「公共

の広場」設営というteledaの理念，理想その

ものであるといえよう。実験では，番組やコ

ミュニティにナビゲートするモデレーターの

導入や，ユーザーに多様な番組に関心を持っ

てもらえるよう有識者やタレントにコラムニ

ストという形で参加してもらうなどの試みを

行った。更に今後はSNSの書き込みを元に

したユーザーごとにカスタマイズされたお薦

め機能を開発，導入していくことを検討して

いる。

また，実験では番組制作者とユーザーとの

対話にも取組んだが，それが広くVODサイ

ト上に可視化されることで，視聴，コミュニ

ケーションの更なる“広がり”につながると

いうことも実証できた。これは，個々の番組

HPの掲示板などで行われる同様の試みとは

大きく違う面である。こうした取組みは，個

別番組を超えたNHK全体に対する信頼の醸

成につながるだけでなく，可視化された対話

のやりとりに触れることにより，ユーザーの

メディアリテラシーの向上にもつながると考

えられる。それは同時に制作者の成長にもつ

ながり，ひいては豊かな番組制作という形で

視聴者に還元されていく。そして，テレビ番

組における批評という文化の醸成にも寄与で

きる可能性も秘めている。

また実利的な面で言うと，teledaのような

場が日常的にあれば，ユーザーの協力のもと，

番組改善のためのオンライングループインタ

ビューを行うことも容易になり，また，モニ

ターなど意見収集の場としても活用できる可

能性もある。

以上，数多くの可能性を羅列したが，あく

まで上記のことは全て，NHKからの目線に

すぎない。独自サービスは，運営側だけの理

屈と利益最大化を目指して自由に設計ができ

る半面，その思惑が垣間見られた瞬間，ユー

ザーは一気に離れてしまう危険性も伴ってい

る。今回の実験では，前述の通り，コラムニ

ストという仕掛けを用意したが，人選を

NHK側だけで進めたことや，その理由を明

示しなかったことなどから，ユーザーの関心

はほとんど集まらなかっただけでなく，むし

ろ批判の声も少なからず寄せられた。運営側

の論理だけで進め，ユーザーに説明責任を果
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たさなかったためと思われる。これはごく一

例に過ぎないが，たとえ理屈が公共放送の掲

げる理念や理想であったとしても，それが上

からの“押し付け”と受け取られた瞬間，ユー

ザーは離れてしまうのである。理念や理想を

ユーザーにも納得できる形で説明し，ユー

ザーと共に作っていく覚悟がなければ，こう

したネットサービス作りはうまくいかない。

そのことを肝に銘じておく必要があることを

今回改めて実感した。

ましてや前項でも確認した通り，今ネット

上にはVOD・SNSの外部サービスが数多く

存在し，その存在感は日増しに高まっている

状況である。先行してサービスが始まった海

外に目を転じると，局を超えたVODの巨大

プラットフォーム化も必然の流れのようにも

思われる。ユーザーにとってみれば，より多

番組や書き込みに出会える機会が担保されて

いるということは最大のメリットである。そ

してまた，日本においてもすでに民放では，

局を超えたプラットフォーム作りが模索され

ている。

こうした状況の中，NHKが単独で独自サー

ビスを展開していく，もしくはそうせざるを

得ないとするならば，そのサービスを通じ，

どのような価値をユーザーに提供することが

できるのか，また，その価値をユーザーが納

得できるようどのように説明するのか，その

ことも改めて考えていかなければならないで

あろう。

Ⅵ おわりに

本稿の目的は，teledaの実証実験の総括を

通じ，インターネット時代，デジタル・アー

カイブ時代における公共放送のサービスのあ

り方，可能性について考察することであった。

そのことはすなわち，社会の多様性を反映し

た様々なジャンルの番組の提供を通じ，世代

や属性を超えたコミュニケーションに積極的

に参加する市民を作り出す「公共の広場」を，

放送だけでなくインターネット上においてい

かにして設営するか，ということを考察する

ことでもあった。

これまで放送波という伝送路しか持ちえな

かった放送事業者が，インターネットという

新たな伝送路を得，更にそのインターネット

は，単なる伝送路に止まらず，参加者の脱中

心的・多元的なコミュニケーションを紡ぎだ

すポテンシャルを備えていることを鑑みると，

公共放送事業者ができるサービスの可能性

は，以前より格段に広がったと考えることが

できる。teledaの2回にわたる実証実験は，

VODとSNSを組み合わせたサービスという，

あくまでインターネット内に閉じたものであ

り，そのため，本稿の考察もそこに止まったが，

今後は，放送波とインターネットという2つ

のインフラを有機的に連携させた，新しい「公

共の広場」のあり方を，発展的な視点で考察

していくことが必要であると考えている。

また，技術的な進化の流れも，こうした発

展的視点へと誘導しているように思える。

ネットテレビ，スマートテレビなどの登場に

代表されるように，放送波で番組を視聴する

というテレビ装置そのものの概念が変容し始

めているからである38）。NHK放送技術研究

所では，次世代テレビ，ハイブリッドキャス

ト39）を開発中であるが，そこではteledaの機

能を接合させるなどの試みも行っている。従
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来の番組表に加え，検索機能やSNSの口コ

ミを参考にしながら，視聴者が“現在・過去・

未来”を縦横無尽に行き来し，番組・映像コ

ンテンツを視聴できる時代は，すぐそこまで

来ているのである。

技術の発展や，その発展に伴う人々の行動

の変化は不可避であり，それらに柔軟に対応

して事業理念や運営方針を変化させていくこ

とは，公共放送やメディア産業のみならず，

社会に存在するあらゆる組織にとって当然の

ことである。しかし一方で，時代が変化して

も，いや，むしろ時代が変化するからこそ，

守らなくてはならない社会的役割・機能も存

在する。そうした意味で，teledaの実証実験

とは，新たな時代にも，いや，新たな時代だ

からこそ変わらぬ公共放送の役割・機能につ

いて，再確認・再認識するための取組みであっ

たと総括することもできるであろう。

（よねくら りつ／むらかみ けいこ／おが

わ こうじ／わたなべ ようこ／ふじさわ ひろ

し／みやざき まさる／はまぐち のりちか）

注：
 1）プロジェクトの基本的な考え方，および第1回の

実証実験の結果については，米倉律，小川浩司，

東山一郎「調査研究ノート　テレビ視聴とコミュ

ニケーションを立体化する試み～番組レビュー

サイトを用いた実証実験～」『放送研究と調査』

2010年9月号，中村美子，米倉律，山口誠「放送

モデルの立体化と『横の回路』のデザインに向け

て」『放送研究と調査』2008年9月号

 2）BBC “Creative Future –BBC addresses creative 

challenges of on-demand” （http://www.bbc.co.

uk:pressoffice/pressreleases/stories/2006/04/_

april/25/creative.shtm）　 こ の 文 書 でBBCは

ウェブサイトの刷新，ブロードバンドコンテン

ツサービスの充実などを打ち出した

 3）平成21～23年度 NHK経営計画，http://www9.

nhk.or.jp/pr/keiei/plan/plan21-23/index.html

（2011年11月7日）

なおNHKが2011年10月に発表した平成24～26

年度の経営計画では，「テレビ，パソコン，携帯，

タブレット端末等さまざまなメディアを連携さ

せてNHKの情報やコンテンツを届けるサービス

の提供や研究開発を推進」「放送と通信を融合し

た情報やコンテンツを提供するため，内外のメ

ディア環境の動向をふまえ，新たな技術・サー

ビス基盤を整備」といった点が重点目標として掲

げられている。同計画は，http://www9.nhk.or.

jp/pr/keiei/plan/index.html　（2011年11月7日）

 4）NHK放送文化研究所編『NHKデータブック世界

の放送2011』参照

 5）米倉律「展開する公共放送像」『放送メディア研

究』第5号（丸善プラネット，2007）参照

 6）水島久光は，テレビがこれまで編成を通じて組

織してきた「メディア圏」における時間および空

間の共有が，「社会というものの全体性，そこか

ら発する公共的なものに関するイメージや想像

力とのインターフェイスを確保していた」と指摘

する。水島久光『テレビジョンクライシス』（せ

りか書房，2008）

 7）Scannel, Paddy, “The meaning of Broadcasting in 

the Digital Era” G.F.Lowe & P.Jauert（eds,）, 

Cu l t u r a l  D i l emmas  i n  Pub l i c  Ser v i c e 

Broadcasting, Nordicom, 2005

 8）C.サンスティーン，石川幸憲訳『インターネット

は民主主義の敵か』（毎日新聞社，2003）参照

 9）BBC, Public purposes

Citizenship and civil society, http://www.bbc.

co.uk/info/purpose/public_purposes/citizenship.

shtml

10）例えば，博報堂DYメディアパートナーズ メディ

ア環境研究所「メディア定点調査・2010」（2010

年6月）等参照
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11）「日本人とテレビ・2010」調査によると，普段の

NHKと民放の番組の視聴頻度を尋ねたところ，

NHKのほうを多く見る（＝NHK型）人は全体で

は13%であるのに対し，男女60代では19%，同

70歳以上では33%だった。同調査の結果概要に

ついては，平田明裕，諸藤絵美，荒牧央「テレビ

視聴とメディア利用の現在（1）（2）」『放送研究と

調査』2010年8月号，10月号参照

12）teleda の今回の実験とほぼ同じ時期のNOD 見逃

しの視聴数ベスト10では，『紅白歌合戦』『大河

ドラマ』が上位9位までを独占していた

13）2011年4月からBS1とBSプレミアムの2波に

なった

14）米倉律，小川浩司，東山一郎　前掲

15）2011年4月からは『週刊ニュース深読み』に改称

16）インターネットの掲示板などでよく使われる，

ある特定の組織や企業などの関係者または書き

込んだ人を指す俗語

17）米倉律，小川浩司，東山一郎　前掲

18）アクトビラ：家電メーカーが中心に出資するテ

レビ向けVODサービス，http://actvila.jp/

19）GyaO!（ギャオ！）：2009年4月に「ヤフー動画」

とUSENグループの「GyaO」が統合。同年9月か

ら無料の「GyaO!」（約1,300番組）と有料課金モ

デルの「GyaO!ストア」（約1,400番組）の2系統で

運営を開始。http://gyao.yahoo.co.jp/

20）株式会社ミクシィ決算報告書より

h t t p : / / v 3 . e i r - p a r t s . n e t / E I R / V i e w .

aspx?cat=yuho_pdf&sid=1628158

21）9月14日プレスリリースにより発表

22）テレビドガッチ：2007年12月サービス開始

http://dogatch.jp/

23）Netflix（ネットフリックス）：http://blog.netflix.com/

24）ツタヤ：DVD宅配レンタルサービス「ツタヤディス

カス」http://www.discas.net/netdvd/dvd/top.do?pT=0

のサイト上でレビュー機能とSNS連携を実施。

グループ内でテレビ向けVODサービス「ツタヤ

TV」http://tsutaya-tv.jp/を展開している

25）DMM．com: DVD宅配レンタルとVODを展開

http://www.dmm.com/

その他，DMM.TV for Blu-ray Discとの名称で

テレビ向けVODも展開している

http://www.dmm.com/tv/bluray/

26）VPPA（Video Privacy Protection Act）：

ビデオレンタル事業者が顧客のレンタル履

歴を外部にもらすことを禁じるもの。

http://epic.org/privacy/vppa/

27）Hulu（フールー）：米NBC Universal と News 

Corporation，The Walt Disney Company等が出

資し，NBC, FOX, ABCなどの米ネットワーク

番組やハリウッド映画をVOD配信。PC向け無

料サービスとTVを含めたその他端末でも利用

できる有料サービス「Hulu Plus」がある

28）公式ブログ「テレビの未来についての我々の考え」  

http://blog.hulu.com/2011/02/02/stewart-

colbert-and-hulus-thoughts-about-the-future-of-tv/

29）リアルタイムや，録画をし忘れて番組を“見逃し

た”人達向けの期間限定サービス。NHKは放送

から2週間（ニュースは1週間），その他のサイト

でも，放送後1週間～2週間の期間を設定してい

るサービスが多い

30）イギリスBBC，ドイツZDF，オーストラリア

ABCなど。詳細はNHK放送文化研究所編『デー

タブック　世界の放送2011』参照

31）登録者数75万人（2011年11月末現在　PCのみ）

32）ある書き込みに対し，「ふざけた言い方をするな」 

というコメントが書かれ，「お顔が見えない分，

やはり書き込むのはむずかしいですね。」という

やりとりがあった

33）『放送研究と調査』レビュー委員　東海大学　水

島久光教授とのディスカッションから 

34）「時間があまりなかったので利用回数が少なかっ

た」「面白そうだけどクリックしたら時間が取ら

れそうだった……」など 

35）特に定義があるわけではないが，5分以内の比較

的短い映像コンテンツのことを指す

36）GyaO!「どきテレ」

http://gyao.yahoo.co.jp/dokitere/

37）「第61回紅白歌合戦について語ろう」など 

38）小川浩司「ネット接続時代のテレビ～CES2011と利

用者調査から～」『放送研究と調査』2011年6月号 

39）松村欣司・金次保明 「Hybridcastの概要と技術」

『NHK技研R＆D　No124』2010年11月


