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 １．「縦の回路」と「横の回路」

放送業界では今，従来の放送波だけでなく
インターネットを含めた多様な伝送路・プラット
フォームを通じてサービスを提供する新たなモ
デルが様々な形で模索されている。英BBCの
iPlayerを始めとして世界各国の放送局が相次
いで始めているVOD（ビデオ・オンデマンド）
型のサービスはその代表例と言える。

だが，見方を少し変えると，現在構想されて
いる（あるいはすでにスタートしている）ネット
向けサービスの多くは，放送局と視聴者の関係
性においては依然として「1対N」という「マス・
コミュニケーション型」「放送型」をベースとし
たモデルである。それはパッケージとしての番
組（＝コンテンツ）を「送り手」としての放送局
が，不特定多数の「受け手」へ配信するという
ものであり，その限りにおいてインターネット時
代にあってもなお，放送事業者は「放送局」で
あることに固執し続けており，インターネットが
持つ社会的・技術的可能性が十分に活用され
てはいないように見える。

周知の通りインターネットは，普及率の急速
な拡大のみならず，その機能や技術，社会的
利用においても急速な変化，高度化を続けて
いる。特に注目されるのは「Web2.0」に象徴さ
れるように，情報やコンテンツ，データの受発
信・配置・共有等を，ユーザーが既存の枠組み
を超えて自由に，脱中心的かつ双方向的に行う
コミュニケーション行動が一般化しつつあるこ
とである。

そうである以上，インターネットを従来の放
送波と同じ考え方でとらえ，もう一つの有力な

「伝送路」として位置づける「発信回路（＝縦
の回路）」の複数化という発想だけでなく，「受
信回路」や「視聴者相互のコミュニケーション
回路」，すなわち「横の回路」の複数化や多層
化を実現するメディアとして，インターネットを
再認識・再定義する必要があるだろう。そのた
めには，放送局と視聴者の関係性（Station to 
Audience）は，視聴者相互の関係性（Audience 
to Audience）をも含み込んだ，より立体的な
新たなモデルと理念において，再検討されなけ
ればならない。
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本稿ではこうした問題意識に立ちながら，イ
ンターネット時代の公共放送がどのようにして
人々のコミュニケーションを媒介し活性化し得
るか，その際に必要な条件は何か，またどのよ
うな課題があるのか，等について考える。手掛
かりとするのは今年3月に日・韓・英の三か国
において実施した「日・韓・英　公共放送のネッ
ト展開に関する国際比較ウェブ調査（以下，「三
か国ウェブ調査」）」の結果データである1）。

この調査は各国のネットユーザー（調査会社
のモニター登録者）を対象にしたアンケート方
式の調査である。従って回答にはサンプリング
調査のような代表性はないが，ネット利用のい
わば先端層による回答であるため，今後のネッ
トサービスのあり方を考えるうえで示唆に富む
結果が得られている。ここでは，この中で特
に各国の公共放送の番組がどのくらい人々のコ
ミュニケーションの中で「話題になっているか」
について質問した結果を中心に二次的な分析を
行い，今後の調査・研究に向けた予備的な考
察を試みたい。

 ２．「話題喚起力」という視座

先に述べた「横の回路」を視野に入れた新た
な放送メディアを考えるときに，まず確認した
いことがある。テレビとラジオからなる放送メ
ディアは，二重の意味で「日常生活に根ざした
メディア」であることだ。

第一に，今日の放送メディアは，オーディエ
ンス（audience）の日常生活に根ざして視聴さ
れる。たとえば密閉された暗闇に入り，一つの
映像を集団で視聴する映画と異なり，テレビは
オーディエンスの家庭や職場などで，それぞれ
の生活の空間において視聴される。映画では

オーディエンスが映画館へやってくるのに対し，
放送ではオーディエンスの日常生活の場へテレ
ビがやってくるのだ。

そのため放送には，映画には観察できない
独自の視聴行動が多く存在する。たとえば放
送番組は，集中して視聴する「専念視聴」だけ
でなく，テレビを見ながら家事をしたり電話を
するなど「ながら視聴」や「虫食い視聴（部分
視聴）」の対象にもなる。映画館で家事をしな
がら映画を観る人は，まずいないだろう。また
インターネット上の掲示板を読みながら料理をす
るような「ながらネット」という情報行動は，今
のところ主流とは言えない。

「オーディエンス」
本稿では意識的に「オーディエンス」とい

う語を採用している。「視聴者」という言葉は
従来型の「放送」における受動的で不特定多
数の「受け手」像を想起させるが，「視聴者」
は実際の日常生活のコンテクストにおいては，

「受け手」であると同時に常に様々な次元にお
けるコミュニケーションの「送り手」でもある。
ここではそうした，より動的かつ主体的にコ
ミュニケーション行動を担っていく存在という
意味で「オーディエンス」を用いる。
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こうした放送の「ながら視聴」や「虫食い視
聴」は，オーディエンスの日常生活の文脈にお
いて利用されている，今日の放送メディアに独
自の視聴行動である。

それにもかかわらず，これまで「ながら視聴」
や「虫食い視聴」は「専念視聴」よりも低次の
視聴行動と見なされ，積極的な位置付けをされ
ない傾向があった。そうした「専念視聴」主義
の視点は，メディアとオーディエンスの「縦の回
路」だけを視野に入れた研究から必然的に生じ
る傾向であり，ここに「横の回路」を意識化し
て放送メディアを再考する必要性がある。

たとえば「ながら視聴」や「虫食い視聴」が
可能なほど，放送メディアは現代の日常生活に
深く根ざしている，と見ることもできる2）。さら
には「専念視聴」と同等，あるいはそれ以上に，

「ながら視聴」はオーディエンスの日常生活にお
いてさまざまなコミュニケーションの機会や価
値を創出しているかもしれないのだ。こうした

「横の回路」から見えてくる放送メディアの特性
と社会的機能を，本稿では重視したい。

第二に，放送メディアは，自己完結した独立
の情報回路ではなく，常にオーディエンスの日
常生活において，他のメディアとともに利用され
ている。また放送の視聴者も，「オーディエンス」
として生活しているのではなく，他のメディアも
使用する（または使用しない）それぞれの日常
を，他の人 と々ともに生きている。それゆえ放
送もそのオーディエンスも，日常生活において，
他のメディアやオーディエンスと不断に相互作用
し続けている。

この一見すると当たり前の認識が，しばしば
メディア研究では看過されてきた。「オーディエ
ンス」がどこかに実体として存在することを前提
とし，彼らがどれほどテレビを見ているか（また

は見なくなったか）を問う調査と研究があるが，
しかし「オーディエンス」なる一群の人々は存在
しないし，視聴者は常に受信者ではない。

たとえばニュース番組を自宅で視聴するオー
ディエンスは，事件報道など放送された情報と
自らの日常生活を接続させ，さまざまな意見や
感想を持つ場面がある。このときオーディエン
スは単に受信して終わり，ではなく，ときに身
近な家族や友人と話し合ったり，あるいはイン
ターネット上の掲示板やブログでコメント等を交
換したりすることで，新たなコミュニケーション
の主体となり，自分と他者の日常生活を接続さ
せるかもしれない。

オーディエンスの日常生活において話題とな
り，それが口コミや他のメディアを通じて他の
オーディエンスを含む多様な人 と々のコミュニ
ケーションを生み出す。こうした複数の人々がつ
ながる「横の回路」の存在とその社会的価値は，
インターネットや携帯電話など非マス・メディアの
出現と普及で注目されつつある。だが従来の「マ
ス・コミュニケーション型」あるいは「放送型」を
ベースとした放送メディア研究では，この「横の
回路」を意識化した調査と研究は難しいだろう。

そこで本稿では，先述の（1）常に日常生活
において視聴され，（2）他のメディアも併存する
日常生活において視聴される，という放送のメ
ディア特性を意識化して，放送メディアの「縦
の回路」と「横の回路」の特性と両者の関係を
理解することを目指すために，話題喚起力とい
う視座を借定したい。

話題喚起力とは，放送メディアの情報を，
オーディエンスがいかに日常生活において話題
にしているか，を考える作業仮説を一語で言い
換えた視座であり，とくに「横の回路」の分析
に用いるための，新たな指標である。
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ここでいう話題とは，一人以上のオーディエ
ンスが他のオーディエンス（および非オーディエ
ンス）を想定して発信する意見や感想，コメント
を指し，話題喚起とは，そうしたオーディエンス
の「横の」コミュニケーションを可能にする作用
を意味する。放送を「見る（視聴）」と「話題に
する」の違いは，ある人が放送メディアの発信
情報を受信するだけでなく，その放送された情
報をもとに，オーディエンスが日常生活において
他の人 と々（ときに他のメディアを用いて）コミュ
ニケーションを行うことを意識化する点にある。

この話題喚起力という視座を放送メディア研
究に導入することで，視聴率やリーチやシェア
など従来の指標とは異なる，放送メディアの新
たな価値を可視化できるのではないか。

周知のように視聴率は，テレビを見ていない
世帯あるいは個人も母集団に入れた接触者の
割合を示す。また視聴シェアおよびリーチは，
テレビ視聴者を母集団とした各ステーションや
番組の接触者の割合を示す。よってこれら二種
類の指標は異なるが，しかし放送局とオーディ
エンスの間の「縦の回路」を数量化して示す，
という点で同じ性質を持つ。対して話題喚起力
は，これまで意識化されてこなかったオーディ
エンスの間の「横の回路」を分析する指標とし
て活用することができ，さらに「横の回路」を
いかに／どれほど可能にするかという視点にお
いて，「縦の回路」を議論することができる。

つまり視聴率やシェアなどでは見えてこない
放送メディアの社会的特性が，話題喚起力の
導入によって分析可能になるだろう。

そこで話題喚起力という視座から，「三か国
ウェブ調査」の結果を再検討し，本誌08年7月
号に掲載した調査報告で得た知見をもとに，二
次考察を試みる。

 ３．「見る」と「話題にする」の関係

「三か国ウェブ調査」では，話題喚起力に関
する質問を複数設定した。まず，新聞やテレビ，
インターネットなど各メディアの記事や番組につ
いて「他の人（家族，友人，知人）と話題にす
ること」があるか，また「ネット上の掲示板や
SNS，ブログなどで，書き込みをしたり，意見
を伝えたりすること」があるか，についてそれぞ
れ 4 段階で質問した。

表1は，上述の2問のうち，それぞれ「よく
話題にする」および「ときどき話題にする」の回
答者を合わせた割合を示している。

日常生活でNHKテレビの番組について話題
にすると回答した人が49％で，全回答者の半
数を割り込んでいるのに対し，民放テレビの番
組を話題にすると回答した人は85%に上る。同
様に，ネット上で話題にされるのも民放が NHK
よりも2倍あまり多く，日常生活でもネット上で
も，NHKは民放よりも話題になる割合が顕著
に低い。

ただし，これを視聴シェアと比較すると，
NHKの場合，視聴シェア（16.5％）に対して日
常生活で話題を喚起する割合（49%）は32%あ
まり上昇する。これは民放の視聴シェア（76.5%）
に対する話題喚起の上昇率である8%よりも，4
倍も高い。

表１　NHK・民放の番組について会話，
       ネット上で話題にするか（日本）

会話で
「話題にする」

ネット上で
「話題にする」 視聴シェア

NHK テレビ 49 11 16.5

民放テレビ 85 24 76.5

（N=1,030）（％）
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もちろん本誌08年7月号でも報告したが，
日・英・韓の公共放送は一定の共通点を持ち
ながら，それぞれを取り巻く歴史的・社会的状
況は大きく異なるため，単純に3つの公共放送
を比較することは困難である。しかし，そうし
た様々な違いを考慮しても，BBCとKBSの視
聴シェアの高さと人々の日常生活において話題
を喚起する割合の高さは，十分に参考に値す
る調査結果である。

図1は，公共放送の番組について日常生活
において話題にする人の割合を，三か国で年層
別に比較した結果である。

イギリス，韓国ともに総じて各年層で公共放
送が話題にされていることがわかる。それに対
して日本では10代が顕著に低く，年層が上が
るにつれて公共放送が話題になる割合が高くな
るようだ。ここからNHKは，BBCやKBSより
も高齢の視聴者が話題にする放送番組を発信
している傾向を持っていることがわかる。

同じく年層別で日本国内の主要メディアを比
較すると，NHKテレビがおかれた現状がさら
に詳しく見えてくる。

図2は，NHKテレビ，民放テレビ，新聞（全
国紙），インターネットの4メディアを日常生活で

「話題にする」と回答した人の割合を，年層別で
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無論，ここから「NHKのテレビ番組は，見
てもらえれば，かなりの割合で話題を喚起で
きる」と即断することは慎みたい。そもそも
NHKテレビの視聴シェアはフジテレビ，日本
テレビ，テレビ朝日に次いで第 4位であり，年
間平均視聴率ではTBSやテレビ東京にも抜
かれた第6 位とする調査もある。そうした現状
を改善し，より多くの視聴者を得る努力の成
果を測るため，シェアやリーチ，視聴率などの
指標を用いることは今後も有効だろう。その一
方で放送メディアの公共性を考慮すれば，シェ
アや視聴率だけでは見えてこない，もう一つの
放送メディアの社会的価値があることを，ここ
で提起したい。

「三か国ウェブ調査」では，イギリスと韓国で
も，話題喚起力に関する同じ質問をした。

表2は，上記2か国に日本を入れた3か国の
調査結果を示したものである。

日常生活で番組が人々の話題になる割合は，
イギリスの公共放送BBC（88%），韓国の公共
放送KBS（87%）ともに，日本の民放（85%）よ
りも高い。さらに視聴シェアと話題になる割合
の差も，BBCが54%上昇，KBSが37%上昇で
あり，先述のNHKの33%上昇を上回っている。
BBCもKBSも，NHKよりも多くの視聴者を得
ているだけでなく，より人々の話題を喚起する放
送メディア事業を展開している，と考えられる。

表 2　公共放送の番組について会話，　　
           ネット上で話題にするか（三カ国比較）

図１　公共放送の番組を他人（家族・友人・知人）と
 「よく話題にする」＋「ときどき話題にする」

会話で
「話題にする」

ネット上で
「話題にする」 視聴シェア

BBC テレビ 88 26 34.3

KBS テレビ 87 32 49.4

NHK テレビ 49 11 16.5

（N ＝英 1,000，韓＝ 1,000，日＝ 1,030）
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グラフ化したものである。
民放とインターネットが各年層で総じて話題

になるという「フラット」型を形成し，NHKテレ
ビと新聞（全国紙）が高齢層になるほど話題に
なる「右肩上がり」型を形成している。ここで注
目したいのは，NHKテレビと新聞（全国紙）と
いう二つのメディアが日常生活において人々の
話題を喚起する割合が，各年層でほぼ同じ傾
向を示していることである。

つまりNHKテレビの現状は民放テレビよりも
新聞（全国紙）に近く，こうした「若者離れ」が
顕著なテレビは，今回調査した3か国の公共・
民放のうち，NHK以外には観察できなかった
傾向である。

すると，NHKをよく見ている人も，またそれ
を日常生活において話題にしている人々も，そ
の大多数は高齢者であり，NHKの話題喚起
力は主に高齢者によって支えられている，とい
う結果が導き出せることになる。これは従来の
視聴率調査等においても示されている結果であ
り，話題喚起力という新しい視座を放送メディ
ア研究に導入せずとも，既に得られている知見
を追認しただけにも見える。

しかし今回の「三か国ウェブ調査」では，そ
うした従来の視聴率やシェア，リーチの調査で

は得られない，またそれら「縦の回路」を数値
化する指標では十分に焦点化できない，話題
喚起力から得られた「横の回路」に関する新た
な結果も得られた。

 ４．活用されていない「横の回路」

図3は，「NHKと民放の番組のどちらを多く
見るか」について質問した結果である。ここで

「NHKのほうを多く見る（以下，NHK視聴派）」
「NHKと民放を同じぐらい見る（同，バランス
視聴派）」「民放のほうを多く見る（同，民放視
聴派）」という三者の割合をみると，先にみた
NHKと民放の視聴シェアと，ほぼ同じ割合で
あることがわかる。

「三か国ウェブ調査」では，こうした放送メ
ディアとそのオーディエンスの間の「縦の回路」
に関する質問とあわせて，オーディエンスの間
の「横の回路」に関する質問も複数設定した。
表１で示した「話題喚起力に関する設問」2つ
はその代表例だが，さらに今回の調査では，
放送メディアの聴取・視聴には直接には関連
しない，インターネットの利用状況についても
質問した。

その一つ，商品などを購入するさいに「イン
ターネット上で他の人のコメントやブログ等を見

図 2　番組，記事，ネット情報を他人
（家族・友人・知人）と

   「よく話題にする」＋「ときどき話題にする」（N=1,030）
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ることがあるか」を質問したところ，日本では
「よくある」または「ときどきある」という回答が
あわせて85%，「あまりない」と「まったくない」
という回答があわせて16%となった。これは

「Amazon.co.jp」や「価格.com」などのコメント
機能を活用しているインターネット・サイトの利
用を想定し，マス・メディアの「縦の回路」とは
異なる「横の回路」でやりとりされるコメント等
の情報に，回答者がどれほど接触しているか
を知る目的で設定した質問である。

図4は，この「インターネット上のコメント参
照」の質問結果と，先の「NHKと民放の番組
のどちらを多く見るか」という質問の結果をクロ
ス集計したグラフである。

ここでNHK視聴派，バランス視聴派，民
放視聴派それぞれにおける割合をみると，イン
ターネット上のコメント等を参照することがある
NHK視聴派が88%であり，同じくコメント参
照するバランス視聴派が83%，民放視聴派が
85%という結果が得られた。インターネット上に
他者が書き込んだコメント等を積極的に参照す
る人の割合は，バランス視聴派や民放視聴派
と比べてNHK視聴派でもそん色はなく，むし
ろやや高くなっている。

これは主にインターネットによる情報受信に
関する質問だが，別の設問では，自らインター
ネット上にホームページを作成したり，ブログに
コメント等を書き込むなど，いわゆる情報発信
の行動についても質問した。

図5は，「インターネットでどのようなことをす
るか」という複数回答の質問で，「自分のホー
ムページやブログを作る・更新する」および「掲
示板などに自分で書き込みをする」の一つ以上
を選んだ人が，上述のNHK視聴派，バランス
視聴派，民放視聴派において，どれほどの割
合でいるかを示すものである。

NHK視聴派の48%が「自分のホームペー
ジやブログを作る・更新する」あるいは「掲示
板などに自分で書き込みをする」という発信型
ネット利用の経験があると回答している。こ
れはバランス視聴派の40%，民放視聴派の
41%よりも，2 割ほど高い。つまりNHKのほ
うを多く見る人のなかには，インターネット上
にコメント等を積極的に発信する人が高い割
合で含まれている可能性がある。

ここで図4と図5から得られた知見を合わせ
て考えると，インターネットを通じて他者のコメ
ント等を参照し，また自らコメント等を書き込
む，という受信と発信の両面において積極的

図 4　「ネット上のコメント参照の有無」と
「NHKを多く見るか，民放を多く見るか」のクロス集計結果

（N=1,030）

図 5　「発信型ネット利用」の割合
（N＝1,030，複数回答）
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なコミュニケーションをする人の割合が，バラ
ンス視聴派や民放視聴派よりもNHK視聴派で
高い，ということになる。

ただしNHKのほうを多く見ることと，イン
ターネットの積極的な利用の間に何らかの因果
関係があるのか，今回の調査結果だけでは判
断できない。NHKをよく見る人はインターネッ
トを通じて「横の回路」のコミュニケーション
をすることに積極的であり，インターネット以
外でも他者と交流することに積極的な人々が多
いのか，それとも「たまたま」NHK視聴派に
インターネットの積極的利用者が集まっただけ
なのか，あるいは第三の要因が作用している
のか。これを精確に分析するには，今回の「三
か国ウェブ調査」で得られた知見を新たな問
いに接続し，さらに焦点化した調査を計画す
る必要がある。

因果関係は未解明だが，ここまでの分析か
ら推論すると，放送メディアをめぐる「縦の回
路」と「横の回路」の関係は必ずしも同一の傾
向を示さないこと，とくにNHKにおいて両者
のズレが顕著である可能性，が見えてくる。

すなわち表1の視聴シェアや，図3の視聴傾
向によれば，NHKテレビは民放テレビと比較
してぜい弱な「縦の回路」しか構築し得ていな
い。それは図1の他国の公共放送と比較して
も，小さく細い「縦の回路」である。

しかし「横の回路」の現状を示す表１の話
題喚起の割合や，図5の発信型ネット利用
者の割 合は， 他国の 公共放 送（BBC35%，
KBS46%）や日本の民放よりも，NHKが高く
なっている。

つまり現状のNHKテレビは話題になる割合
が低く，その視聴シェアは極めて低いが，しか
しNHKを視聴する人々に限れば，その番組を

日常生活において話題にする人の割合は比較
的高く，さらにはインターネット上でコメント等
をやり取りする「横の回路」のコミュニケーショ
ンに積極的な人もNHK視聴者に高い割合で
含まれていることになる。このような「横の回
路」の潜在的な大きさが偶然か必然か現時点
では解明できないが，しかしNHKが共に話
題を喚起していくことができるオーディエンス
に比較的に恵まれている可能性があることは，
指摘しておきたい。

こうした「縦の回路」のぜい弱さに対する「横
の回路」の潜在的な高さ，という現状を認識す
ると，日本の公共放送をとりまく現状は，決し
て危機的要因ばかりではなく，むしろ未開発の
潜在的な資源も存在することが見えてくる。た
とえば NHKがインターネット上で新しいサービ
スを展開していくとき，単に現在の番組やアー
カイブの保存番組を受信契約者へ送信する別
チャンネルとしてインターネットを位置づけるだ
けならば，それは「縦の回路」を複数化してい
るだけに留まる。

だが，インターネット上に「横の回路」を構築
し，それを番組コンテンツ発信の「縦の回路」
と密接に連動できるならば，それは公共放送な
らではのインターネット活用が可能になり，縦と
横の回路を組み合わせた，新たな放送メディア
の公共性をオーディエンスとともに実現できるか
もしれない。

問題は「縦の拡充」でも「縦から横へ」でも
なく「縦と横の連動」である。こうした立体的
な新しい放送メディアへの取り組みは公共放
送に限らず，民間放送も含めたすべての放送
事業者が取り組むべき喫緊のテーマではない
だろうか。
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 ５．「縦」と「横」の立体的デザインへ

最後に，本稿での議論をより広い視点からと
らえ返し，新たな放送メディアへの視座を探究
する仮説と，今後の課題を設定したい。
１）放送モデルの立体化

本稿で考察した「横の回路」の意識化と分析
は，放送モデルの立体化への作業であり，従
来の「マス・コミュニケーション型」または「放
送型」の放送事業モデルを見直し，新たな放送
モデルを探求するための作業である。

本稿の執筆者の一人，米倉律は『放送メディ
ア研究』第5号（2008年）において，従来の
放送モデルに基づくインターネットへの展開は，
既存の放送事業が持つ課題を「拡大再生産」
させる可能性があり，自己完結的な「スタンド
アローン型」から脱して，「家父長制」的マス・
コミュニケーションを改める必要性を説いた。
同じく山口誠は同誌において，放送モデルには
放送局とオーディエンス（Station to Audience）
型とオーディエンスとオーディエンス（Audience 
to Audience）型の二類型があり，放送の初期
に意識化されていた後者がいまでは置き去りに
され，前者だけが前提視されている現在の放
送モデルの視野の狭さを指摘した 3）。

これら二つの論考は，「縦の回路」偏重の放
送モデルを見直す本稿のベースとなる議論であ
り，ここでは「縦の回路」と「横の回路」を併
せ持つ立体的な放送モデルへの探求として上
述の問いを具現化した。

ただし従来の番組発信にインターネット利用
を加えれば，立体的な放送モデルが実現され
るものではなく，本稿で考察したように「縦の
回路」と「横の回路」は必ずしも連動しない場
合もある。そのため，今後の課題としてこの二

つの回路が密接に連動し合い，放送メディア
の公共性を高次に実現していく施策がどのよう
にして可能かを調査し研究する作業が必要で
ある。
２）推進力としての「話題」の精緻化

本稿ではインターネットの利用状況から放送
メディアの「横の回路」の現状を推論したが，イ
ンターネットだけが「横の回路」となり得るメディ
アではなく，またインターネットを活用すれば，
ただちに放送モデルの立体化が遂げられるわけ
ではない。

たとえば単に番組ホームページ上にオーディ
エンスが交流できる掲示板を設定したり，既存
のSNSを放送局が開設するだけでは，「横の回
路」を形式的に作るだけで，本稿で探求してき
た新しい立体的な放送メディアを実現する「縦
と横の連動」は期待できない。おそらく放送メ
ディアに必要なのは「横の回路」のコミュニケー
ションを生み出す話題の喚起であり，その話題
喚起力こそが放送メディアに独自の「横の回路」
を可能にする推進力なのではないか。
「横の回路」にとって話題喚起力が欠かせな

いとすれば，その「話題」の中身とは何かをさ
らに問う作業が必要となる。本稿で「話題にな
る」というとき，それはメディアの情報が複数
のオーディエンスの間で議論や意見交換の対
象となる状況を想定しており，たとえば視聴率
が高い，あるいはリーチが多い状況は想定して
いない。そもそも「話題になる」ことをオーディ
エンス間のコミュニケーションに留めるべきな
のか，メディアとオーディエンスの間のコミュニ
ケーションにも応用すべきなのか，さらなる検
討が必要である。

また「三か国ウェブ調査」は，主としてニュー
ス・時事的情報への接触を調査対象としたが，
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ニュースや情報番組よりもドラマやバラエティ番
組などがインターネット上で広範囲に話題を喚起
している状況は，調査した三か国いずれにおい
ても考えられる。するとニュースが話題になる
場合と，ドラマなど他の番組が話題になる場
合では，「話題」の中身が異なるのではないか，
という疑問が生じる。

ならば番組ジャンルごと，あるいはメディアご
とで「話題」を類型化すべきかと問えば，それ
は「話題」の精密な分析にはなるが，本来の研
究目的である放送メディアの立体化への探求か
らは結果的に遠退いてしまう危険性がある。さ
らに話題を量的に喚起さえすれば良いのか，と
いう問題もあり，「話題」喚起の量だけでなく質
も視野に入れた，この概念の精緻化と調査の
方法が今後の課題である。
３）「横の回路」のデザインと調査

先にも触れたように，本稿で分析した「三か
国ウェブ調査」は調査会社にモニター登録した
人を対象とするウェブアンケート調査であり，世
論調査とは異なる性質の調査である。よって本
稿の分析方法を，より大規模な世論調査にお
いて実施したとき，異なる分析結果が得られる
かもしれない。

ただしインターネットを活用した放送メディ
アの「横の回路」のデザインを目的とする場合，
ウェブアンケート調査には，比較的にインター
ネットを積極利用していると推測できる1,000
人規模の調査対象者に対して，より焦点化し
た質問を複数聞くことができる利点もある。そ
のため本稿で提示した「話題喚起力」に関する
分析をさらに進め，「話題」と「横の回路」に照
準した調査を計画し実施することも今後の課題
としたい。

またイギリスのBBCと韓国のKBSは，イン

ターネットを活用した新しい放送事業を展開し
ており，昨年の放送法改正で規制が緩和され
た日本のNHKよりも長い実績がある。そのた
め，これら二つの国の公共放送が取り組んで
いるインターネット活用の事例，とくに「横の回
路」のデザインに関する先行例を調査し，放送
メディアの立体化にむけた考察に資することもで
きる。

たとえば BBCはウェブサイトの質的評価を
「口コミ」の回数によって測定する新たな調査手
法を開発中であり，またKBSをはじめとする
韓国の放送局は，番組とSNSの連携や市民記
者の積極的活用など「横の回路」の意識化とそ
の具体的デザインにおいて注目すべき施策を展
開している。こうした先進事例のケーススタディ
も併せて行っていくべきであろう。

世界中の放送メディアがインターネットでの
様々な展開を試みている現在，それは放送局
からオーディエンスへの伝送路の複数化には留
まらず，より根本的にこれまでの放送モデルを
再考し，新たな「公共的な広場」をデザインす
る好機となり得るはずである。

（なかむら よしこ/よねくら りつ/やまぐち まこと）

注：
1）同調査は NHK 放送文化研究所と関西大学の山

口誠とが共同で実施したもので，結果の概要，
方法の詳細等については中村美子・米倉律・山
口誠「公共放送のネットサービスはどう受け止
められているか」本誌 08 年 7 月号所収を参照

2）「ながら視聴」や「虫食い視聴」など低関与な
テレビ視聴行動については友宗由美子，原由美
子「『時間快適化装置』としてのテレビ～視聴
態度と番組総バラエティ化の関係～」『放送研
究と調査』2001 年 11 月号を参照

3）米倉律「展開する公共放送像」，山口誠「放送
とオーディエンスの関係を再考する」ともに
NHK 放送文化研究所編『放送メディア研究』
第 5 号（丸善プラネット，2008）所収


