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 はじめに

本稿は，6月号掲載の「ブログの世界と“テ
レビブロガー”（上）」の続編であり，春の研究
発表で報告した「テレビブロガーのオンライン
グループインタビュー調査」の結果をあらため
てまとめたものである。

先行して実施した「ブログを書く人，読む人
に関するウェブ調査」（以下，定量調査と記述）
で得た知見を基に，テレビに関して書かれた数
多くのブログを読み込んだ。その結果，テレビ
について書く「テレビブロガー」には「1つの番
組ジャンルにこだわって書く人」と「ジャンルを
特定せず，テレビから得た情報なら何でも幅広
く書く人」の2つのタイプがかなりのボリューム
で存在しているのではないかという仮説を立て
るに至った。

テレビブロガーが書く記事はどのような内容
なのか。どのような意識を持って書いているの
か。ブログ上でのコミュニケーションはどのよう
に展開されているのか。ブログを継続すること
により，テレビの見方やテレビ観は変化するの
か。定量調査では捕捉できなかった彼らの行
動や意識を，より具体的に詳しく把握する目的
で，定性調査を実施することにした。

 1. 調査の概要

調査会社モニターのうち，以下の条件に充当
する人を選出した。
◇パソコン上の自分のブログをコンスタントに更

新し，他人のブログも閲覧している。
◇テレビ番組やテレビで得た情報について記事

を書き，1 記事あたり平均 2 〜 3 件以上のコ
メントがつく。

◇下記のいずれかのブロガーに該当する。
A. 1 つの番組ジャンルにこだわって書く。そ

の中でも最も典型的なタイプとして，ドラ
マについて書く人を対象とした。（以下，
ドラマブロガーと記述）

B. 番組ジャンルを特定せず，テレビから得た
情報であれば何でも幅広く書く。（以下，
何でもブロガーと記述）

< 調査方法 >

A・B それぞれ 7 名ずつ，合計 2 グループでオ
ンライングループインタビュー調査を実施。
< 調査時期 >

2008 年 1 月 31日（木）〜 2 月 8 日（金）

今回の調査では，テレビブロガーのコミュニ
ケーションの実態を把握することが重要な目的
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の1つであったため，対象者の選出にあたって
は，年代・性別のバランスよりも，ブログの記
事内容の充実度や他者とのコミュニケーション
が成立しているかどうかという条件を優先した。

従って，今回の対象者は非常に先端的なテレ
ビブロガーたちであり，また，調査によって得
られた知見は，ブロガー全てにそのままあては
まるものではない。
< 対象者のプロフィール >

ドラマブロガーは，結果として女性のみで，
30 代，40 代の専業主婦が多くなった。韓国ド
ラマに熱中してロケ地ツアーにまで出かけてし
まった人や，国内の連続ドラマを各クール9割
は必ず視聴する人など，ドラマ好きが揃った。
定量調査での結果である「テレビブロガーは
女性が多く，ドラマについて書く人が多い」と
いう傾向に沿った形となった（表1）。

何でもブロガーは，女性よりも男性が多く，
年代は40代が多くなった。60代も2人含まれ
た。普段よく見る番組を聞いたところ，ニュー
ス，ワイドショー，バラエティ，スポーツ，ドラ
マ，映画など幅広いジャンルが挙がった（表2）。

両グループとも，対象者の多くが，ブログ
開始以前から掲示板やコミュニティサイトへの
書き込みを積極的に行ったり，現在もブログと
SNSを併用したりするなど，インターネットのヘ
ビーユーザーであった。なお，ブログの更新頻
度は，「1日3〜4回」の人から「月1〜2回」の
人まで幅があった。

 2.テレビブロガーの記事内容

ドラマブロガーと何でもブロガーは，それぞ
れどのような記事を書いているのだろうか。

ドラマブロガーは，見たドラマに関して「面
白かった」「感動した」といった意見・感想を主
に書いている。そして，他のブロガーとの間で
は，ドラマを見る楽しさや感動を共有するよう
な協調的な交流を活発に行っている。

一方，何でもブロガーは，ニュースやワイド
ショーで知った旬の話題に関して，自分の意
見・感想をコラム的に書いている。具体的には，

「朝青龍の帰国問題」，「プロボクシングの亀田
親子の記者会見」，「タレントの陣内智則と藤
原紀香の結婚披露宴」など，マスメディアで一

表 1　ドラマブロガーのプロフィール

表 2　何でもブロガーのプロフィール

職　業 年齢 性別 居住地 ブログ歴 ＴＶ視聴時間
（ｈ）

アルバイト 31 女 東京 １年 ４〜５

専業主婦 35 女 大阪 ３年 ２

専業主婦 35 女 東京 ７ヶ月 ５〜８

専業主婦 37 女 福岡 ３年 ３〜４

専業主婦 42 女 兵庫 ２年 ２

自営業手伝い 44 女 滋賀 ２年 ４

情報誌の編集 47 女 千葉 １年半 ２

職　業 年齢 性別 居住地 ブログ歴 ＴＶ視聴時間
（ｈ）

会社員 39 男 大阪 ４年 １

自営業 40 男 北海道 ２年 １〜３

専業主婦 40 女 大阪 １年
５ヶ月 ４

自営業 41 女 兵庫 １年半 ３〜４ 

会社員 44 男 神奈川 ６年 ２〜５ 

会社員 62 男 東京 ２年 ２〜３

年金受給 64 男 兵庫 ３年
８ヶ月 ４
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時期，集中的に取り上げられ，人々の関心が
高かった話題を選んでいた。他のブロガーとの
コミュニケーションはドラマブロガーと少し異な
り，共感・連帯感といった協調的な交流だけ
でなく，反論や異なる意見のやりとりといった
対立的な交流も好む傾向がみられた。

 3. ブログとはどのようなツールか ?

ブロガーにとって，ブログとはどのようなツール
なのか。対象者の発言から，下記の3つの機能
を備えたツールとしてとらえていることが分かった。
①「自分」を表現・記録するツール。
②意見・感想を不特定多数の人に向けて発信

するツール。
③他者や社会とつながるコミュニケーション

ツール。
その中でも，彼らが最も重要な価値を見い

出していたのが③であった。

・   ブログを始めた当初は，交流はそんなにないだろ

うと思っていたので，交流の多さには逆に驚きが

あった。できるだけ多くの方々に知ってもらいた

いことを情報発信している。（40 代男性・何でも）

・   自分の子供や孫と同じ年令の子を持つ親の考え

方にふれるのが楽しい。年配者としての考え方

を書いて喜ばれることもある。（60 代男性・何でも）

・   出産を機に専業主婦になったので，どこかで社

会とつながりを持っていたいとブログを始めた。

楽しみながら自分も成長できるのがブログの魅

力。（40 代女性・ドラマ）

ブログを書くということは非常にパーソナルな行
為であるが，ブロガーは他のブロガーたちとのコ
ミュニケーションを通じて，世代の違う様 な々人た
ちの考え方や価値観を知り，視野を広げ，「他者
や社会とのつながり」を実感することになるようだ。

定年退職者や専業主婦の発言からは，ブロ
グの世界に“自分の居場所”を見い出した喜び
が伝わってきた。ブログによるコミュニケーショ
ンは，ブロガーの生活の一部に組み込まれ，人
生を豊かにするものとして位置づけられている。

定量調査の結果では，ブログを書く理由とし
て，コミュニケーション志向はさほど高くはな
かった。しかし，今回の調査対象である先端
的なテレビブロガーにとっては，コミュニケー
ションこそが，ブログを継続する強いモチベー
ションになっていることが確認できた。

 4. コミュニケーションのメカニズム

それでは，ブログによるコミュニケーション
は，どのように深まり，広がっていくのか。対
象者の発言を元に，そのメカニズムを探ってみ
た。ここでは，韓国ドラマが好きなドラマブロ
ガーの事例を用いて説明する。
< 第 1 段階　関係性・絆の強化 >

まず，ブロガー同士の間で，ドラマについて
「感動した」「共感した」などのコメントのやりと
りが頻繁に行われ，交流を重ねるようになる。
徐々に相互理解が深まり，絆が強化される。

ブロガー同士に連帯感が生まれ，ドラマ以外
についても，例えば，ハングルや韓国料理，さ
らにはドラマとは無関係の育児や教育といった
テーマに関しても語り合える人間関係が形成さ
れる。コミュニケーションの相手は，ある程度
増えると固定化し，さらに関係は深まっていく。

今回の調査の過程においても，ドラマブロ
ガーたち同士のコミュニケーションが自然発生
し，お勧めのドラマ情報を交換し合い，お互い
のブログを訪問し合うなど，新しいコミュニティ
が形成されていく様子が観察できた。
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< 第 2 段階　コミュニティの誕生と広がり >  

図1の中央に示したように，例えば，3人のブ
ロガーによる韓国ドラマを核としたコミュニティ
が誕生する。彼らはそれぞれ，別のテーマのコ
ミュニティにも入っており，ドラマのコミュニティ
で盛り上がったり，時にはそれ以外の所で盛り
上がったりと，自由に行き来する。その結果，
複数のコミュニティがゆるやかにつながっていく。

コミュニティの一つ一つは独立を保ちながら
も，相互に影響を与え合う関係が築かれ，コ

ミュニケーションはさらに広がって
いく。

今回の対象者のように，ブログ
をきちんと運営している先端的な
ブロガーは，情報発信におけるイ
ノベーターである。ブロガーそれぞ
れが発信する情報は，小さなコミュ
ニティ内の複数のブログ同士のや
りとりにとどまらず，広く伝播され，
多くのフォロアー（ブログの開設は

していないが閲覧のみしている人などその他の
インターネット利用者）へも影響を与えていく可
能性が強いと思われる（図2）。

 5. テレビブロガーの意識とは ?

（1）“書く”意識
ここからは，テレビブロガーの“書く”意識

について，調査で得られた知見を述べていく。
 まず，ドラマブロガーの場合は，基本的に

図 2　ブログからの情報伝播の可能性

図 1　コミュニティの誕生と広がり
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は「自分が書きたいことを書く」という意識が
強い。高視聴率ドラマであるから書くのでは
なく，あくまで自分が面白いと認めたドラマを
取り上げるというスタンスである。

・   書こう!! と思うのは，自分が注目して見ている

のに，ブログでそのドラマに関する記事をあまり

見かけない時。こんなに面白いのにどうして見

ない人が多いのかなぁと思う時は積極的に書き

たいと思う。（30 代女性・ドラマ）

彼らは，脚本や俳優，プロデューサーなど，
ドラマの質を決める要素を自分なりに吟味し，
ブログに書くドラマを選択していた。対象者の
多くが，「歌姫」1）「あしたの，喜多善男」2）など，
視聴率がさほど高くないドラマについて熱心に
ブログに書いていた。低視聴率のドラマである
からといって，必ずしもブログに書かれないと
いうわけではないようだ。

一方，何でもブロガーの場合であるが，彼ら
がブログに書きたいというモチベーションが高
まる情報には，2つの大きな特徴があった。

1つは，「怒り・憤り」という感情を呼び起こ
すような情報である。政治や経済に関連した
話題の中でも，特に，「物価の値上がり」のよ
うに家計に直接影響を与える動きや，日々真面
目に働いて納税し，節約に努める庶民を馬鹿
にするような「官僚による税金の無駄遣い」と
いったものが該当する。

・  今の時代，理不尽なことや事件が多発している

ので，怒りをぶつけてみると結構反響がある。

物価の値上がり，格差社会の広がりなど。思っ

ていることは万人似たりといったところか。（40 代

女性・何でも）

2つ目が「感動」を呼び起こすような情報であ
る。具体的な例としては，大阪国際女子マラソ
ンの福士選手のゴールシーン3）などが挙がって

いた。
何でもブロガーは，自分の感情が大きく揺さ

ぶられるような出来事に接すると，ブログにぜ
ひ書いておきたいと考えるようだ。

さらに，何でもブロガーの“書く”意識を深く
掘り下げて探っていったところ，「テレビ記事を
書くとコメントがつきやすく，読み手からのリア
クションも大きい」という意識を持っていること
が分かってきた。

・  テレビの話題は人が集まりやすい。テレビをつけ

ていて，関心が集まりそうな話題を放送していた

ら，忘れないうちにブログに書き込むようにして

いる。（40 代女性・何でも）

その結果，彼らは「自分が書きたいこと」と
「世の中でウケていること」を意識しつつ，書く
話題を選んでいるようだ（図3）。「世の中でウ
ケていること」とは，人々が注目する旬の話題
やニュース，高視聴率ドラマなどであり，書け
ば読み手からの反響も大きい。この2つの円の
重なりに属す話題は，特に，書きたいというモ
チベーションが上がるようだ。

（2）ブログ開始から継続まで
テレビブロガーのコミュニケーションと“書く”

意識についての知見を基に，ブログ開始から継
続までの流れをまとめてみた（図4）。

図 3　何でもブロガーの“書く”意識　
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①テレビを見て，自分の意見を発信したい，記
録したいという期待・欲求から，ブログを始
める。

②書き続けているうちに，同じ趣味・嗜
し こ う

好を持
つブロガーとのコミュニケーションを通じて，
当初の期待以上の大きな効用を得る。

③徐々に，楽しさ，連帯感といった満足感を得
るようになる。

④なじみのメンバーとのコミュニケーションを原
動力にブログの継続に至る。
このように，ブログやブログ・コミュニケーショ

ンによる効用，満足感は，当初の期待や欲求
を上回っており，その結果，ブログの継続へと
つながっていると考えられる。

（3）自分も1つの“メディア”という意識
テレビブロガーの行動や意識を探る中で，

筆者が一番驚きを感じたのは，彼らの「情報
に対する意識の高さ」であった。

テレビを見る時にも常にパソコンで貪欲に情
報収集しながらという人が複数いた。

・   テレビを見る時には前にノートパソコンを開きな

がら見る。見ながら検索したり，意見を読んだり，

「2 ちゃんねる」の実況を読んで納得したりする。

（40 代男性・何でも）

ブログを始めてから，常にブログに書く話題
を探し続ける毎日で，情報に対して非常に敏感
になり，かつ，情報を厳しく取捨選択するよう
になったと語る人も多かった。

・   寝ている時と仕事に集中している時以外は常に

ネタ探し。テレビ，新聞はもちろん，電車で見か

けた風景までもネタにする。（30 代男性・何でも）

・   以前は，何も考えない焦点を絞らない生活だっ

たが，ブログを始めた後は，1 日の中で何かテー

マになることはないかと探し出す生活に変わっ

た。（60 代男性・何でも）

・   ブログを始めたことで，情報に敏感になった気

がする。私が気になったモノや番組などがどの

くらい浸透しているのか，新しいのか，人気が

あるのか，記事にする前に吟味するようになった。

（30 代女性・ドラマ）

特に，何でもブロガーは，「自分も1つのメディ
アである」という意識を強く持っていることが分
かった。ニュースやワイドショーで得た時事的
な話題を書く際，それが非常に顕著であった。
主な発言を挙げる。
①テレビ記事を書く時は「即時性」が重要。

・  テレビの情報を書く時に意識するのは即時性。

すぐリアクションが出てくるので面白いし，早く

上げた方が見てもらいやすいので，見終わったら

図 4　ブログ開始〜継続のフロー

 ① 期待・欲求   
 ◆ 記録に残したい  
 ◆ 自分の意見を発信したい  
 ◆ 社会とのつながりがほしい  

 ② 期待を上回る効用   
 ◆ 同じ趣味・嗜

し こ う

好を持つ人との
  コミュニケーション 
 ◆ 他者からの共感  
 ◆ 相互理解  
 ◆ 知見の深まり  

 ③ 満足   
 ◆ 楽しさ  
 ◆ ストレス解消  
 ◆ 他者への役立ち感  
 ◆ 連帯感  
 ◆ 自身の成長感  

 ④ 継続   
 ◆ なじみのメンバーとのコミュニケーション 
 ◆ ブログスタイルの確立  
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すぐ書くことが多い。（40 代男性・何でも）

②「分かりやすさ」を心がけて書く。

・   検索する人が分かりやすいよう，簡潔なタイトル

を付ける。動くテロップや太字で強調して見やす

く書く。（40 代女性・何でも）

③ニュースは中立的に書く。

・  テレビのニュースについては，人それぞれ感じ方

が違うので，書く時はあくまでニュートラルに，

あまり自分の考えを押し付けないように気をつけ

る。（40 代女性・何でも）

③に関連するが，40代男性の何でもブロガー
は，ニュースについて書く場合，読み手に正し
い情報を伝えるため，複数のテレビ局の報道内
容やニュースサイトをチェックし，詳しく取材さ
れていて最も信ぴょう性が高いものを選択して
引用していた。

前述の3つの要素は，まさに，テレビ制作者
自身が意識していることと同じである。先端的
なブロガーの中には「自分も1つのメディアであ
る」という明確な認識の下に，読み手の受け止
め方を考慮しながら情報発信している人たちが
存在しているのである。これは今回の調査で得
られた重要な知見の1つといえよう。

さらには，

・  メディア（テレビ）に対しては同じ発信者という目で

見るようになっている。大きさは全然違うが，ああ，
こういう意図を持って話を持っていっているんだな，

苦労してるなと感じる。（40 代男性・何でも）

というように，テレビ制作者に対して，同じ発
信者側としての共感を示す発言もあった。

このように，情報に対する高い意識と，自
分もメディアであるという認識を持つに至った
先端的なブロガーでは，テレビという既存のメ
ディアの見方，価値観において，何らかの変
化が生じている可能性もあると考えられる。そ

こで，次章では，ブロガーのテレビ視聴行動
やテレビ観についてみていく。

 6. テレビブロガーにとってのテレビとは

（1）ブログによるテレビ視聴の質の変化
ブログを始める前と現在とで，テレビブロ

ガーのテレビの見方は変化したのだろうか。
何でもブロガーよりもドラマブロガーの方が，

その変化を明確に認識しているようであった。
ブログに書くことを前提としてドラマを見るよう
になり，以前よりも真剣に視聴するようになっ
たと答えた人が多かった。

・   ドラマの視聴状況は，昔からテレビっ子だった

ので変わらない。でも今のようにこんなに真剣

に内容を見ることはなかったかもしれない。（40

代女性・ドラマ）

・   面白くて継続して見ているドラマの場合，自分

が感じた事，気付いた事は「明日書きたいから

覚えておこう」「どんなふうに表現しよう」と思っ

てしまう。（40 代女性・ドラマ）

また，ブログ仲間のコメントに影響されて，
視聴番組の選択基準が変わったり，途中回か
ら連続ドラマを見始めるといった行動面での変
化もあったようだ。

・   「アンフェア」4）は最初から見てなかった。ブロ

グ仲間から面白いよと勧められ，ブログ上でも

評判がとてもよかったので途中から見た。（40 代

女性・ドラマ）

さらに，ドラマブロガーの場合は，ブログに
よってドラマを見る楽しみがさらに増幅されたと
語る人が目立った。

彼らは，主に2つの楽しさを得ている。1つ
目は，「ブログで感動をより深く分かち合える」
楽しさである。
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・   ブログの存在のおかげでドラマを見るのがもっ

と楽しい。面白いひと時を共に分かち合う人が

いるというのは嬉しい。（30 代女性・ドラマ）

彼らは，ドラマを見た直後にブログに感想を
書き込むと，即座に他のブロガーからの反応やド
ラマに関する新たな詳細情報を得られ，感動を
さらに深められることに喜びを見い出している。

2つ目は，「他人のブログで様 な々角度の見方
を知り，自分の見方も変わった」という楽しさで
ある。

・   ドラマ「SP」5）はタグを頼りに謎解きのヒントを

求めて多くのブログを訪問した。自分が気になっ

たシーンについて書いている人を探し出し，こ

んな風に感じる人もいるのだと参考にして楽しむ

ことができた。（40 代女性・ドラマ）

ドラマブロガーは，コンテンツを深く濃く味わ
いたい，語りたいと望む人たちである。彼らにとっ
て，ブログは，テレビ視聴をより楽しく豊かなも
のにするために欠かせないツールとなっている。

（2）テレビはどんな存在か ?
それでは，テレビブロガーにとってテレビとい

うメディアはどのような存在なのだろうか?
テレビブロガーの多くは，テレビにはブログ

に書く話題の供給元としてのメリットがあると認
めている。理由としては，「視覚的に分かりや
すい情報が多く，ブログで説明しやすい」，「多
くの人たちが見ていることによる共通認識があ
る」というものであった。「テレビについて書く
とアクセス数を稼げる」という発言もあった。

その一方で，テレビの存在感については，否
定的な発言も出てきた。

・  テレビから発信される情報はかなりの影響力があ

るので，「これ，やらせっぽい ?」と視聴者に思わ

れるようではダメだと思う。常に新しい情報をネッ

トに負けることなく発信していかないとテレビが要

らなくなってしまうのでは ?（40 代女性・ドラマ）

テレビブロガーにとってのテレビの重要度や
価値は，メディアとしての規模の大きさや映像
による伝達のインパクトなどにより，依然として
ゆるぎないものである。しかし，彼らはニュース
サイト，ブログ，「2ちゃんねる」，SNSなど，ネッ
ト上の他の様 な々情報源からも情報を多角的に
収集することが当たり前となっている。そのた
め，彼らにとって，情報源としてのテレビの存在
感は，相対的に低下してきていると考えられる。

（3）テレビへの要望
では，テレビブロガーは，現在のテレビに何

を求めているのだろうか。テレビへの要望をた
ずねてみたところ，下記の3つの苦言が挙がっ
た。その背景には，ブロガーならではのメディ
ア観，コミュニケーションに対する考え方があ
ると思われる。
< 要望① > 公平・中立な立場で，情報を正確

かつ客観的に，もっと多角的に伝えてほしい。

・   テレビを見て物事の判断材料にすることも多い

ので，間違った情報や誇張された情報は欲しく

ない。（60 代男性・何でも）

・   ニュース番組なら，事件をただ報告するのでは

なく，解決策，予防策を伝えてほしい。問題点

を多角的に取り上げてほしい。（30 代女性・ドラマ）

ブロガーは情報感度が高く，ブログ上で常に
不特定多数の様々なものの見方にふれている。
そのため，ブログと同様に，テレビにも多角的
な視点の提示を期待するようになるようだ。
< 要望② > 本格的な“高品質”コンテンツ

を提供してほしい。

・   三流芸人をいじめてその反応を笑うようなバラエ

ティ番組はやめてほしい。視聴者を笑わせてく
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れる番組が見たい。（30 代男・何でも）

何でもブロガーは，普段，バラエティ番組を
よく視聴し，ブログの題材として活用している。
しかし，決して十分な視聴満足を得ておらず，
非常に冷ややかな視線を注いでいる様子が発
言からかいま見えてきた。

一方，ドラマブロガーからは，

・   マンガ原作に頼らないオリジナル脚本によるドラ

マをもっと増やしてほしい。（30 代女性・ドラマ）

・   全ての世代が一緒に楽しむというスタイルのテレ

ビ番組はもう難しいのではないか。ターゲットを

絞って丁寧に作ったものが結果的には多くの人

に支持されるのだと思う。（40 代女性・ドラマ）

という意見が出された。ドラマブロガーは，コ
ンテンツを深く濃く見て楽しむ，いわば「コンテ
ンツの目利き」のような人たちである。彼らには，
内容の薄い，軽い番組というものは，すぐ見透
かされてしまうのかもしれない。
< 要望③ > もっと視聴者と向き合ってほしい，

もっとテレビに参加させてほしい。

・   テレビは「伝えてやってる感」が強すぎる尊大な

メディア。なんであんなにえらそうなのか分から

ない。昔の力道山の時代なら分かるけれど，テ

レビもながらで見る時代だし，つまらなければ

リモコンでまわされる。そういう時代だってこと

を分かってないのではないか。（40 代男性・何でも）

・   意見を投稿しても返信がない。もっと視聴者に

対する配慮を見せてほしい。（40 代男性・何でも）

テレビブロガーは，ブログを続けるうちに，
テレビも自分も同じ1つのメディアであるととら
えるようになり，日常的にインタラクティブなコ
ミュニケーションに慣れ親しむ中で，テレビにも
同じスタンスを求めるようになっていくようだ。

視聴者参加については，ドラマブロガーから
具体的なアイディアが提案された。

・   番組を見ながら即座にネットから番組に感想を

送れるシステムがあったらいい。（30 代女性・ドラマ）

・   ドラマの公式 HP に視聴者が参加できる人気

投票のシステムがほしい。自分が投じた一票で

シリーズ化やDVD化が決まるなら，ドラマにもっ

と親しみがわく。（40 代女性・ドラマ）

視聴者参加の試みは各テレビ局で既に様々
な模索が行われてきているが，なお一層，さら
なるトライアルが今後も求められていくのではな
いかと思われる。

（4）公式サイトや動画サイトの利用
ところで，定量調査では，ブロガーはテレビ

について書かれたブログ記事を見て，「番組の
ホームページを見る」，「ネットで番組の動画を見
る」などの行動をとることが多いという傾向が明
らかになった。今回の調査においても，彼らが
ドラマの公式サイトや動画サイトを非常に重要
視し，積極的に活用していることが分かってき
た。ここで，その具体的な行動内容について述
べておきたい。

まず，公式サイトについてである。ドラマブ
ロガーはドラマを見た後，公式サイトの掲示板
に書き込みをしたり，スタッフによる公式ブロ
グで制作の裏話を読むなどし，そこで得られた
情報を自分のブログに書いたりしている。

ドラマブロガーにとって面白いサイトとはどの
ようなものなのかをたずねたところ，「仕掛け，
小ネタ，裏話，脇役も含めた出演者の詳細情
報があること」が挙がった。他のブロガーとの
コミュニケーションのきっかけにできる要素が，
常に新しく更新されていると，彼らの興味を喚
起させ，頻繁にアクセスするようになるようだ。
最近増えてきたスピンオフドラマをドラマブロ
ガーは大変好意的に受け止めていた。
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一方，YouTubeなどの動画サイトの利用につ
いては，ドラマブロガーは，「好きな俳優の見
逃した宣伝活動をチェックする」，「好きな韓国
ドラマ俳優のNGシーンを見る」といった目的で
利用していた。動画サイトでドラマの第1話を
無料で視聴し，次に見るドラマを決めるという
使い方をしている人もいた。 

何でもブロガーの場合は，例えば，30代男
性ブロガーは，見そびれたり，録画し忘れたド
ラマや，過去のアニメや歌番組などを探して見
ていた。

ブロガーは，既存のテレビでは十分に満たさ
れない要素を求めて，動画サイトを利用してい
るようだ。

 おわりに

今回の調査を通じて，先端的なテレビブロ
ガーの間では，ブログを活用した新しいテレビ
の見方が生まれ，広まりつつあるのではないか
と感じた。彼らはコンテンツの質を見極める鋭
い鑑識眼を持ち合わせており，テレビが発信す
るコンテンツをただ一方的に受容するのではな
く，コンテンツに対する意見・感想をブログに
書き，他のブロガーと活発なコミュニケーション
を日常的に行っている。このコミュニケーション
を通して，ブロガーは感動を共有したり，コン
テンツをより深く濃く味わうための詳細情報を入
手したり，テレビを見る楽しみをさらに増幅さ
せているのである。すなわち，「他者とコミュニ
ケーションをしながらテレビを楽しむ」というブ
ログを介した新しい視聴スタイルなのである。

テレビが提示するコンテンツが，テレビブロ
ガーに面白いと受け止められれば，その評判が
ブログによって口コミとして広がり，コンテンツ

に対する評価も高まる。しかし，ブロガーが満
足できないコンテンツを提示した途端，全く相
反する現象が起こり，マイナスの評判が広く伝
播してしまうという危険性もある。

現在，ブロガーは先端的かつ数も少ない存
在ではあるが，その影響力は，今後，ブログ
の増加・拡大と共に，徐々に大きくなっていく
のではないかと思われる。彼らを過小評価して
はいけないのではないだろうか。  

コンテンツの送り手であるテレビ制作者は，
こうしたブロガーたちの動向から目を離すことは
もはや許されない，厳しい時代になってきてい
るともいえよう。

ブロガーのコミュニケーションをプラスの方向
に活性化させるようなコンテンツとはどのような
ものなのか。今後もブロガーに関する研究を継
続し，それを明らかにしていきたい。

（しぎょう あやこ）

注：
1）TBS 系列で 2007 年 10 月 12 日から，毎週金曜日

の 22 時台に放送された連続ドラマ。主演は長瀬
智也。番組平均視聴率は 8.0%。（以下，番組平均
視聴率は，ビデオリサーチ社の関東地区の世帯視
聴率データを基に NHK が独自に集計。）

2）フジテレビ系列で 2008 年 1 月 8 日から毎週火
曜日の 22 時台に放送された連続ドラマ。主演
は小日向文世。番組平均視聴率は 7.1%。

3）ハーフマラソンや 5,000 メートルなどの日本記
録を持つ福士加代子選手が，2008 年 1 月 27 日
の大阪国際女子マラソンに初挑戦した。30 キ
ロを過ぎて急失速し，何度も転倒しながらも棄
権せずに 19 位で完走した。

4）フジテレビ系列で 2006 年 1 月 10 日から毎週火
曜日の 22 時台に放送された連続ドラマ。主演
は篠原涼子。

5）フジテレビ系列で 2007 年 11 月 3 日から毎週土曜
日の 23 時台に放送された連続ドラマ。主演は岡
田准一。深夜枠にもかかわらず，番組平均視聴率
が 15% を超えて（15.3%）話題になった。


