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  1. はじめに

インターネット（ブロードバンド）が急速に普
及し，「放送と通信の融合（連携）」が叫ばれる
中，放送局によるネットサービスが活発化して
いる。とりわけそ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。

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，

「送り手」と「受け手」の関係性という観点からす
るならば，VOD型のサービスは従来型の放送と
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，
現行のようなスタイルのVODサービスは，多元
性や脱中心性，ユーザーの参加性等を特徴とす
るインターネットのメディア特性を充分に活かした
モデルとは言い難い面がある。

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の技術的可能性を最
大限に活かすことになるのではないか1）。実際，
近年注目されるTwitterやYouTube，SNSなど
はいずれも，インターネットのこうした「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にほかならない。

さらに，ネット上に番組視聴をきっかけとしたコ
ミュニケーションを作り出すことは，人々の情報
空間の中に「公共の広場」を設営するという公共
放送本来の社会的役割をネット上で実現するとい
う側面をも持ち得る。「公共の広場」を設営する
という時，そこで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画する市民そのも
のを作り出していくという動態的なプロセスが想
定されている。だとすれば，公共放送のインター
ネット利用は，単なる1対N型モデルではなく，
このような動態的なプロセスに媒介される公共的
コミュニケーションをいかに生成し得るかという
見通しのもとで構想されるべきではないか。

こうした問題意識のもと，放送文化研究所と
放送技術研究所は共同の研究プロジェクトを立
ち上げ 2），試験的なインターネットサイト（＝通称
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“Teleda”3） ）の構築と同サイトを用いた実証実
験を行ってきた。本稿では，今年2～3月に行っ
た実験で得られた結果を中間報告的に紹介し
つつ，今後に向けた研究上の課題や可能性等
について考察したい 4）。

  2. 実証実験の概要

（１）実験用サイトの機能
まず実験に利用したサイト（以下，Teleda）

の概要（主な機能や基本コンセプトなど）から
紹介したい。Teledaの基本的な機能としては，
以下の4つを挙げることができる。
a） テレビ番組の VOD 視聴機能

Teledaでは，放送済みの番組をVOD形式で
視聴することができる。今回は，実験環境とし
て，放送済みの人気番組など約300本に加え，
直近の過去1カ月分の放送済み番組（＝「見逃
し番組」）が視聴できる環境を構築した（視聴
できるのはすべてNHKの番組）。
b）コメント書き込みや番組の評価機能

ユーザーは，視聴した番組についての感想
や意見などを書き込んだり，そうした情報を他

ユーザーと交換することができる。また，番組
の視聴満足度を評価する機能がある（星印によ
る5段階評価）。
c） レコメンド機能

ユーザーに対して番組をレコメンド（オスス
メ）する機能もある。今回は，3種類のレコメン
ド機能を搭載した。すなわち，ユーザーによる
書き込み数が多い番組のレコメンド，ユーザー
による満足度が高い番組のレコメンド，そして
NHKのプロジェクトスタッフからのレコメンドと
いう3種類である。
d）「マイページ」
「マイページ」と呼ばれるユーザーの個人用

ページでは，プロフィールや「お気に入り」番組，
他ユーザーの中でもコメントなどで特に興味や
関心を持っている人の情報などが表示されるよ
うになっている。

（２）Teleda の基本コンセプト
これらの機能の目的は，Teledaの次のような

基本コンセプトを実現することにある。
すなわち，ユーザーはTeledaを利用すること

によって，番組に関する他者の意見・評価，他
者の関心に沿った関
連番組や情報等を知
る機会が得られる。
そしてそれによって，
日常的で個人的なテ
レビ視聴では知り得
ない番組に出会う機
会が増加したり，番
組を介した他者とのや
りとりを通じて番組視
聴に新しい楽しさを見
出すことができる。

Teleda の画面

●「マイページ」
自分のプロフィールや

「お気に入り番組」の
登 録，関心のある他
ユーザーについての情
報などを表示

●「番組の VOD 視聴」
検索したり，オススメ
されたりした番組をこ
のサイト上で VOD 視
聴することができる。
フルサイズの画面にす
ることも可能

●レビュー画面
視聴した番組についての感想や意見などを書き込
む。書き込まれた数や評価なども表示される

●「番組検索」
見たい 番 組を検 索
する機能。キーワー
ドによる検索のほか
に，「日時」や「ジャ
ンル」「チャンネル」
などから検索するこ
とも可能

●「レコメンド」
オススメ番 組を表
示。実験では「書き
込み数が多い番組」

「 満 足 度 が 高 い 番
組」「NHK スタッフ
側からのオススメ」
という 3 種類のレコ
メンドを行った
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また，このような番組を介したユーザー同士の
コミュニケーションは，公共放送が「公共の広場」
を設営していく際の基盤となり得る。VOD型の
ネットサービスにおいては，ユーザーは自らの個
人的な趣味・嗜好に合った番組コンテンツのみ
を選択的に視聴する傾向（＝視聴の個人化，細
分化）が生じやすいが，Teleda型のコミュニケー
ションが存在することで，ユーザーは様 な々ジャ
ンルやテーマの番組に出会い，視聴する機会を
得やすくなると考えられるからである。

実証実験を行うに当たって設定した作業仮
説は下記のようなものである。
a） 行動の変化

Teleda利用によって，視聴行動に変化が生
まれる。この変化には，「それまで知らなかっ
た」「見ることのなかった」番組を視聴するよう
になるという変化や，視聴する番組ジャンルが
増加するといった変化が含まれる。
b） 意識の変化

Teleda利用によって，（NHKの）放送番組に
対する興味・関心が広がったり，親近感が増加
したりする。

（３）実験の概要・方法
Teledaを用いた実証実験は，今年2 ～ 3月に

かけて行われた。その概要は以下の通りである。
実験参加者は124人で，調査会社のモニター

登録者から30 ～ 40代の男女約30人ずつを選
抜して構成した 5）。実験では，124人の参加者
にTeledaを3週間（2月8日～ 3月１日）にわたっ
て自由に利用してもらい，番組の視聴やコメン
トの書き込み，評価の記入などを実際に行っ
てもらった（以下，「１次調査」）。そして終了後
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

識の変化，今後の利用動向などについて聞くア
ンケートを行った（以下，「検証アンケート」）。

さらに，1次調査で番組の視聴や書き込みが
活発だった人を中心とする32人を対象に，オン
ライングループインタビュー（以下，「OGI」）を
実施した。OGIでは，Teleda利用による行動上，
および意識上の変化や，全体評価，改善要望
等について，約1週間かけて参加者から意見を
聞いた（3月16 ～ 26日）。

以下では，これら「１次調査」「検証アンケー
ト」「OGI」における参加者たちの書き込みや回
答結果を用いながら，実証実験の主要な結果
について分析・検討する。また，必要に応じて
Teledaに残された参加者たちの行動履歴（ロ
グ）データも参照する。

  3. 実験の結果

（１）結果の概要
図1は，1次調査終了後に行った検証アン

ケートにおいて，Teledaのどのような機能や書
き込み等が参考になったかについて質問した結
果である。これをみると，「（他ユーザーの）評
価が高い番組」や「注目の番組（書き込み数
の多い番組）」によるレコメンド機能，実際の
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図 1　参考になった機能・レビュー等
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他ユーザーによる書き込みなどについて参考に
なったとする割合が高いことが分かる。

また，Teleda利用による意識の変化につい
て聞いた質問では，「NHKの番組に対する興
味・関心が広がった」「NHKの番組に対して親
近感を持った」といった項目の割合が高くなっ
ている（図2）。

注目されるのは，実験前に想定したように，
参加者の中でも特にTeledaのコミュニケーショ
ン機能（他ユーザーの書き込みやレコメンド機
能等）を積極的に利用・参照した人ほど，行動
上の変化ならびに意識面での変化が大きいとい
う結果がみられる点である。

図3は，「他者のレビューが参考になったか
どうか」（図1参照，「あまり / 全く参考にならな
かった」は合わせて45％）と「これまで見ていな
かった番組を見始めたかどうか」という質問をク
ロス集計した結果である。これをみると，「これ
まで見ていなかった番組を見始めた」と回答し

た人の割合は，他者のレビューが「参考になっ
た」という人で47％であるのに対し，「参考にな
らなかった」という人では26％となっている。こ
の結果は，番組についての他者の書き込みを
参照した人ほど，これまで見ることのなかっ
た番組を見るようになったということ，つまり，
Teledaのようなサイトにおけるコミュニケーショ
ンがユーザーのテレビ視聴行動を大きく変化さ
せる可能性があることを示していると言える。

ここではグラフを示していないが，同様に，
「他者のレビューが参考になった」という人ほど
「NHKの番組に対する興味・関心が広がった」
という割合，あるいは「NHKの番組を見ること
が楽しくなった」という割合がそれぞれ高くなっ
ており，Teledaの利用が，番組に対する意識面
での変化も生み出している様子がうかがえた。

 

（２）番組を介したコミュニケーション
では，Teleda上で交わされた参加者たちの

コミュニケーションは，具体的にはどのようなも
のだったのか，その内容や特徴について，いく
つかの事例に即して検討していきたい。

① 放送時の視聴率との相関

Teleda上でどのような番組が多く視聴された
のか，視聴回数の多い順に番組を並べ，それ
ぞれの初回放送時の視聴率 6）と比較したもの
が表1-1である。また，表1-2では，書き込み
が多かった番組を10位まで表示し，同じく放
送時の視聴率と比較した。

これらの表から読み取れる特徴の一つとし
て，まず，首位の『ブラタモリ「神田」』の視聴
回数が52回と突出していることが挙げられる。
これは，この番組がネットで話題になっていた
ことも書き込み内容からうかがえるが，その他
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にも，前述のレコメンドゾーン（P67参照）で「ス
タッフのおすすめ」や「注目の番組」として表示
されたことが影響していると考えられる。

もう一つの特徴として，これらの番組の放送
時の視聴率が0％台～23％台まで大きく分散し
ており，Teledaでの視聴回数や書き込み数と
の間に相関が見られないことが挙げられる。例
えば，Teleda上の「視聴回数」では第3位で
あった『ドキュメント20min.「羽田発最終便」』
の放送時の視聴率は4％，また「書き込み数」
で第4位だった『世界ふれあい街歩き「スース

（チュニジア）」』の放送時の視聴率は0.4％にと
どまっている。こうした傾向は10位までの番

組に限ったことではなく，１度でも視聴された
102の番組すべてについて相関を調べてみたと
ころ，視聴回数と視聴率との相関係数は0.13，
書き込み数と視聴率との相関係数は0.11といず
れも低く，相関は見られなかった。

これら2つの特徴は，放送での視聴率が必
ずしも高くない番組でも，VODによる視聴機
会の提供やレコメンド機能，また他者とのコ
ミュニケーションによって総体的な視聴者数が
増大する可能性を示していると言える。

② 書き込みから読み取れる特徴 

また，書き込み数が多かった番組についての
発言内容を詳しく分析した結果，番組ジャンル
ごとにいくつかの特徴があることも分かった。
▼気軽な書き込みが目立つ娯楽系の番組

まず「視聴回数」「書き込み数」がともに１位
であった『ブラタモリ「神田」』のような娯楽性
の高い番組では，出演者や番組の演出方法，
取り上げる場所などについて，下に示した書き
込み例に見られるように，利用者各自が（他者
とのやりとりをあまり意識せず）気軽に発言す
る傾向が顕著であった。これは10位の『爆笑
問題のニッポンの教養「100回スペシャル！“爆
問学問”学」』でも共通しており，出演者や番組
内容について，「！」マークを交えながら勢い
のある書き込みが多数発生している。

 表 1-1　実験期間中の 「視聴回数」上位 10 番組

 表 1-2　実験期間中の 「書き込み数」上位 10 番組

『ブラタモリ「神田」』の書き込み例

書き込み A「噂には聞いていたブラタモリ。
やっと見ることが出来ました。説明 VTR と
か CG とかが多くて，もっとタモリさんの発
言とか会話とかほしい感じがします。」
書き込み B「これを見ていると私の街も発
掘してほしい！って感じがしました。今回は，
大都市東京のど真ん中といっても“ほんのり，

番組タイトル Teledaでの
視聴回数

放送時の
視聴率（％）

① ブラタモリ「神田」 52 8.0 
② 蒼穹の昴（１）＜新＞「紫禁城」＜字幕スーパー＞ 22 1.3 
③ ドキュメント２０ｍｉｎ．「羽田発最終便」 20 4.0 
④ 龍馬伝（１）「上士と下士」 19 23.2 
⑤ ＮＨＫスペシャル「無縁社会〜“無縁死”３万２千人の衝撃〜」 16 11.5 

⑥ バンクーバーオリンピック◇スピードスケート◇フィギュア　
女子・フリー 16 2.6 

⑦ ワンダー×ワンダー「驚異のダイビング」 14 4.9 
⑧ 龍馬伝（６）「松陰はどこだ？」 13 21.2 
⑨ 爆笑問題のニッポンの教養「100 回スペシャル！“爆問学問”学」 12 5.2 
⑩ 世界ふれあい街歩き「スース（チュニジア）」 10 0.4 
⑩ ＭＵＳＩＣ　ＪＡＰＡＮ 10 3.0 

視聴率はビデオリサーチ調べ ( 関東地区・世帯）

番組タイトル 書込み数
（回）

Teleda
での

視聴回数

放送時の
視聴率
（％）

① ブラタモリ「神田」 14 52 8.0 
② ドキュメント２０ｍｉｎ．「羽田発最終便」 12 20 4.0 

③ ＮＨＫスペシャル
「無縁社会〜“無縁死”３万２千人の衝撃〜」 10 16 11.5 

④ 世界ふれあい街歩き「スース（チュニジア）」 7 10 0.4 
⑤ 新・三銃士「波乱の舞踏会」 7 6 3.3 
⑥ 龍馬伝（６）「松陰はどこだ？」 6 13 21.2 
⑦ 蒼穹の昴（１）＜新＞「紫禁城」＜字幕スーパー＞ 5 22 1.3 
⑦ ＭＵＳＩＣ　ＪＡＰＡＮ 5 10 3.0 
⑦ 世界ふれあい街歩き「トリポリ（リビア）」 5 9 0.2 

⑩ バンクーバーオリンピック◇スピードスケート
◇フィギュア　女子・フリー 4 16 2.6

⑩ ワンダー×ワンダー「驚異のダイビング」 4 14 4.9 

⑩ 爆笑問題のニッポンの教養
「100 回スペシャル！“爆問学問”学」 4 12 5.2

⑩ プロフェッショナル　仕事の流儀
「あきらめなければ，道はひらける〜浅川智恵子〜」 4 5 8.5

視聴率はビデオリサーチ調べ ( 関東地区・世帯）
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▼熟慮・連鎖型のドキュメンタリー番組

一方，娯楽系の番組と対照的に，「熟慮・連
鎖型」と性格づけられるような書き込みが目
立ったのがドキュメンタリー番組である。例えば

『NHKスペシャル「無縁社会～“無縁死”3万
2千人の衝撃～」』についての書き込みでは，「こ
の社会を何とかしたい…」「つらい，辛すぎる…」
などと，番組の視聴をきっかけに参加者が深く
考えさせられている状況をうかがわせる書き込
みが多く見られた。

また，「私も○○さんと同じように感じた」な
どと，他者の書き込みに呼応し連鎖を生みだす
発言も多く見られた。これは，ドキュメンタリー
番組の視聴を通じて様々なことを考えさせられ
ることによって，他者のコメントにも関心や興味
が向かい，それに共感したり異論を唱えたりす
ることで他者と対話するという流れが起きてい
るからだと考えられる。

こうした現象は，ドキュメンタリー番組のよう
なコンテンツが，他者とのコミュニケーションの
連鎖を生みだしやすい傾向を持っていることを
示していると言える。また，番組を視聴しなが
らリアルタイムでコミュニケーションをするので
はなく，視聴後に自分の考えをまとめた上で書
き込みをするTeledaのようなサイトが，ドキュメ
ンタリー番組を介したコミュニケーションに適し
た側面を持っていると考えることもできる。
▼その他の特徴

その他の特徴としては，ドラマや音楽番組
に関する書き込みにおいては，出演者について
の発言ややりとりが目立ち，他のジャンルに比
べて内容やテーマだけでなく出演者への関心
が高かったこと，また，視聴率や知名度の高く
ない番組に関して，周囲の家族や友人・知人に

「掘り出し物」として「薦めたい」という趣旨の書
き込みが多かったこと，等が挙げられる。

以上のように，今回の実験では，番組の視
聴をきっかけにしたコミュニケーションといって
も，対象となる番組・コンテンツのジャンルによっ
て発生するコミュニケーションの種類も多様で
あり得るということが明らかになった。

（３）行動の変化，意識の変化
次に，今回の実験を通じて，参加者の視聴

行動，そしてテレビやNHKに対する意識にど
のような変化が生じたのかを見ていく。以下で
は，OGI参加者32人のなかから，3人の事例
を紹介する。この3人は，いずれも1次調査中
にTeledaに7日間以上アクセスし，書き込みを
投稿した実績がある人で，もともと「NHKを日
常的に見ない参加者」（＝Aさん），「NHKを日
常的に見ているが，視聴しているジャンル数が
少ない参加者」（＝Bさん），「NHKを日常的に

はんなり”とした部分がうまく伝わってきて
いました。このような番組を見ていると，普
段何気なく通り過ぎているようなところにも
目がいってしまいそうになります。」

『爆笑問題のニッポンの教養
「100 回スペシャル！“爆問学問”学」』

の書き込み例

書き込み X「この回は本当にベストです。伊
集院光の解説で爆笑問題・太田の天才ぶり
にあらためて開眼しました。恐るべし！ 」
書き込みY「爆問学問，第 1 回から見ていま
す！全編泣きながら見たという，聾盲の障害
学の教授との対話。あれは，私も100 回の
うちのベスト1 です！ 再放送しますね。絶
対見なくては！！！」
書き込み Z「爆笑問題の番組はよく見ます
が，これは見たことがなかったので，次から
は見てみたいと思いました！ 」
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見ていて，視聴しているジャンル数が多い参加
者」（＝Cさん）から1人ずつ選んでいる。3人の
簡単なプロフィールと普段の視聴行動に触れた
上で，OGIでのコメントなどから，実験を通じ
た具体的な変化を見ていく。

① A さん（NHK を日常的に見ない）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Aさんは，実験参加にあたっては，「過去の
動画が見れる？ でもNHKの番組はあまり好き
じゃないから嬉しくないな。コミュニケーション
とかめんどくさそうだな。」と消極的であった。
そして実際に利用し始めてもしばらくのあいだ，
自分に合った番組をなかなか発見できず面白み
を見出せなかったと語る。
「オススメ番組をいくつか視聴しましたが全

然面白くなかったので，どの番組も途中で見る
のを止めました。」「ドキュメント系とサイエンス
系の番組で少しだけ興味を引く番組があって視
聴したのですが，面白くもなければつまらなくも
ないといった内容だったのでレビューも評価も
しませんでした。」

しかしAさんは，他の参加者のレビューをきっ
かけにして，ある番組のファンになったという。
「トップ画面でたまたま目に止まったレビューを

読んで面白そうだなと思った番組をいくつか視聴
しました。その中で（大河ドラマの）『龍馬伝』が
とても面白かったので，それからしばらくは『龍
馬伝』ばかりを見ていました。とても素晴らしい
内容だったので2回ほどレビュー投稿をしまし

た。あと星の評価もしてファンにもなりました。」
こうして『龍馬伝』との出会いから，Aさん

の視聴行動には変化が生じていった。
「『龍馬伝』を毎週欠かさず（テレビで）視聴

するようになりました。家族や友人と『龍馬伝』
の話をよくするようになりました。」「家族や友人
に『曲げられない女』って面白いの？とか，オス
スメのドラマ教えてよ？とか，NHKの番組では
ありませんが他局のTVドラマに関する質問を
する事が多くなりました。ネットでドラマや映画
のレビューを見る事が多くなりました。」

また，意識面の変化についてもAさんは，「今
まであまりドラマには興味が無かったのですが，

『龍馬伝』を見たのがきっかけでドラマへの興
味がかなり増したと思います。」「『龍馬伝』とい
う素晴らしい番組に出会えたことでNHKの印
象が少し良くなったと思います」と語っている。

このように，民放のバラエティ番組や情報番
組が視聴の中心だったAさんは，｢『龍馬伝』
を毎週欠かさず見るように｣なり，「家族や友人
とドラマを話題にするように」なるという変化を
経験している。そして同時に，「ドラマ全体に対
する興味の増大」と「NHKに対する印象の好
転」という意識面での変化も生じている。

② B さん（NHK を日常的に見る／視聴番組
ジャンル数が少ない）

BさんはTeledaでは，子供向け番組である
『おかあさんといっしょ』のほか，『トップラン
ナー～俳優　北村一輝』『NHKスペシャル　ふ

独身・一人暮らしの 40 歳男性。メールやブ
ログ，Twitter をしながらテレビを見ているこ
とが多い。朝は民放の情報番組，夜は民放
のバラエティ番組を見ていることがほとんど
で，テレビで面白い番組がやっていないとき
はインターネットで動画やオンライン番組を見
たりしている。

夫と 2 人の子供と同居する 36 歳の主婦。
子供とともに，教育テレビや民放の子供向
け番組やアニメを見ることが多い。自身は「あ
まりテレビを見ないほう」で，インターネット
の動画サイトで，趣味である韓国ドラマの視
聴をすることが多い。
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しぎがり～まど・みちお　百歳の詩～』『NHK
スペシャル　無縁社会 ～“無縁死”3万2千人の
衝撃～』『ためしてガッテン』などを視聴し，書
き込みも行っている。

注目されるのは，BさんがTeledaを利用する
ことによって，普段見ない番組と出会い，関心
のある番組ジャンルの幅が拡大したとしている
点である。Bさんは，実験終了後のアンケート
に答えて次のように言っている。
「いつも同じような番組しか見ないのでTeleda

上でのオススメの番組を見ていろいろな人生が
あることに気づかされた。」「ドキュメンタリーは
苦手だったが，とても身近な物であると感じた。」

そして自らの行動や意識の変化について，次
のように語っている。
「前よりテレビを見る時間は少し増えました。」

「今は，ネットの動画に夢中なので，ドキュメン
タリーを見たいと思いながら，なかなか行動に
移していません。でも，今までNHKのドキュ
メンタリーを見たことがなかったのでこれから
の楽しみが増えました。」「興味がなかったもの
に興味を持つようになった。知らない番組が多
かったので，いろいろなジャンルの番組を視聴
できることは新鮮でした。」

このように，子供向け番組を中心に視聴して
いたBさんの場合，Teledaの利用によってドキュ
メンタリーなど，それ以前には「興味がなかった
番組への関心」が生まれ，結果的にはテレビ視
聴時間自体も増加するという変化が生じている。

③ C さん（NHK を日常的に見る／視聴番組

ジャンルが多い）

Cさんは，Teledaの利用によって，例えば
人形劇『新・三銃士』のような「それまで知ら
なかった番組に出会えて楽しめた」という感想
を残してはいるものの，Teleda利用による大き
な変化があったわけではないとして次のように
言っている。
「元々NHKが好きでよく視聴していますので，

特に行動の変化というのはありませんでした。
NHKのサイトも普段から番組チェックのために
閲覧していますし，好きな番組もいくつかある
ので，これまでと一緒です。もっとたくさん番
組を視聴すれば新たに好きな番組を増やせた
かもしれませんが。」

もともとNHKやその番組に好印象を持っ
ていたCさんのTeledaにおける番組視聴やレ
ビュー投稿の姿勢は，Aさん，Bさんのそれと
は少し異なっていた。
「やはり好きな番組が皆さんにも受け入れら

れているのを知るのは良い気分ですね。」「少し
ずつ他の方のオススメ番組も増えてきて，コメ
ントなどでもオススメ番組を教えて頂いたりと，
そのようなきっかけで番組を見る機会が増えま
した。同じような系統の番組が好きな方の意見
がとても参考になりました。もっと期間が長く
たくさんの方のレビューが公開されれば番組選
びに非常に役立ちそうです。」

先に見たように，Aさん，Bさんは，もともと
NHKを「日常的に見ない」，あるいは「視聴ジャ
ンルが少ない」こともあってか，Teledaでは他
人のレビューやレコメンドによって意識や視聴

妻と 2 人の子供と同居する 36 歳の会社員。
『NHK スペシャル』や『ETV 特集』などの
ドキュメンタリー好きを自認。朝は民放の情
報番組を，夜は家族が見ているバラエティな

どを少し見たりもする。時間に余裕があると
きには，韓国ドラマなど録画したものを視聴。
スポーツ番組も好きとのことで，NHK と民
放の双方で，多くのジャンルの番組を視聴し
ている。
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行動を変化させていった。これに対してもとも
とNHKの番組を幅広く視聴していたCさんの
視聴行動や意識はTeledaの利用によって大き
く変化することはなかった。ただし，Cさんは
自分の好きな番組を他人にオススメし，それに
対する他人の反応を楽しんだり，オススメ番組
を教えあったりするというコミュニケーションを
積極的に行っていた。その意味ではCさんの場
合，「番組を介したコミュニケーション」自体に
楽しみを見出す，という形で意識面での変化が
生じていたと見ることができるかもしれない。

  4. まとめ ～課題と展望

以上，今回のTeledaを用いた実証実験で得
られた結果を，いくつかの角度から紹介・検討
してきた。先に述べたように，実験に当たって
は，Teledaの利用によってユーザーのあいだに，
a） 行動の変化と b） 意識の変化が生じるとい
う作業仮説を立てていたが，これらの仮説は
概ね支持されたと考えてもよいように思われる。

すなわち第一に，Teledaのようなサイト上での
番組に関するコミュニケーション（書き込みやレ
コメンド，評価など）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，視聴行動上の変化をもたらしている。
また第二に，Teleda上での番組に関するコミュ
ニケーションへの参加によって，番組のテーマ・
内容やNHKに対する興味，関心，親近感など
を増加させたり，あるいは番組を介したコミュニ
ケーションそのものを楽しむといった意識面での
変化を経験しているユーザーも少なくない。

これらの結果は，VOD型の番組視聴機能と
番組に関するコミュニケーション機能との立体

的な組み合わせによって，人々のテレビ経験を
より便利で豊かなものにするサービスを生み出
し得るという可能性を示している。またそれだ
けでなく，この組み合わせは，人々の情報空
間の中に「公共の広場」を設営するという公共
放送の社会的役割を遂行していくうえでも，大
きな意味と可能性を持っているように思われる。

ただし今回の実験は，参加者が120人（30代，
40代のモニター）と限られていたうえに，実験期
間も3週間と短かったため，上記のような見方も
あくまでも仮説的なものに過ぎない。したがって
今後，さらに大規模で長期間の実験によって，
より詳細かつ多角的に検証していく作業が必要
である。その際にはまた，以下のような課題も併
せて検証・検討する必要があるだろう。

第一に，近年注目されているインターネット上
のメディアサービスの中には，Twitterやニコニ
コ動画のようにコミュニケーションのリアルタイ
ム性を特徴とするものが少なくない。Teledaに
は現在のところ，動画を視聴しながらリアルタ
イムでユーザー同士がやりとりをする，という機
能はない。しかしスポーツ番組やニュース番組
等のように，リアルタイムのコミュニケーション
ができることがユーザーにとって大きな意味を
持つケースも想定される。番組ジャンルに応じ
て複数の形態のコミュニケーションを可能にす
る仕組みを考える必要があるかもしれない。

また第二に，Twitterに象徴される近年のネッ
ト上のコミュニケーションには，「つぶやき的」も
しくは「相づち的」なものに終始するような傾向
も見られるが，Teleda上での番組視聴を介した
コミュニケーションが，質的にどのようなもので
あるべきなのかについては様々な角度から考え
る必要がある。Teledaが，あくまでも公共的な
対話空間の生成を目指すのであれば，場合に
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よってはユーザー同士のやりとりを媒介し，そ
の内容を方向づけるようなモデレーターもしくは
オピニオンリーダー的な存在が必要となるかも
しれないが，そうした存在は活発で開かれたコ
ミュニケーションにとっては阻害要因ともなり得
る。どのようなコミュニケーションを想定するの
かは，サイトの設計やインターフェイスのデザイ
ン等に関わる極めて重要な問題でもある。

第三に，現在のTeledaの実験環境は，限定
されたユーザーによる利用を前提とした閉鎖的な
ものである。その限りにおいてTeledaは，限定
されたユーザー（例えば NHKを日常的に視聴す
るユーザー）のあいだでの，番組や放送局に対す
る興味・関心や親近感の増大には貢献し得ても，
より広範囲なユーザーを対象にした多様性のある

「横の回路」を構築することには繋がり得ない。
しかし，Teledaがインターネットの技術特性

を利用したソーシャル・メディア型のサービスを
目指す以上，閉鎖型のサービスにとどまるので
はなく，既存の他のソーシャル・ネットワークと
も相互に接続可能なより開かれたサービス形態
とそれを可能にする技術が模索される必要が
あるだろう。その際には，言うまでもなく番組・
コンテンツの著作権の扱いやセキュリティの問
題をどうクリアしていくかも課題となる。

第四に，（上記の第三の点とも関わるが）
ユーザーの視聴行動やコミュニケーション行
動の「細分化・分極化」をどう防ぐかも課題で
ある。インターネット上でのコミュニケーション
は，SNSやファンサイトなどにおいてしばしば
見られるように，参加者の趣味や嗜好，価値
観などに応じて「細分化・分極化」（＝タコつぼ
化）する傾向がある。番組を介したコミュニケー
ションにおいても，例えば番組ジャンルやテー
マ，出演者などを軸にしてユーザーが「細分化・

分極化」することは十分にあり得るし，そうし
たケースのほうが，より活発なコミュニケーショ
ンが展開される可能性もある。しかしTeledaを
公共放送によるネットサービスとして構想してい
くならば，特定のテーマやジャンルに偏らない
視聴スタイルを生み出したり，特定の趣味・嗜
好を持ったユーザーだけの閉じられたコミュニ
ケーションにならないようにする仕組みが必要
であろう。

以上のような諸点について検証・検討を積み
重ねることによって，Teledaのようなサイトにお
いては，どのような機能，デザイン，インター
フェイスが適合的なのか，またそこからどのよう
な種類のコミュニケーションをどのような条件の
もとで作り出していくべきなのか，その方向性や
可能性を見極めていく必要がある。
（よねくら りつ / おがわ こうじ / ひがしやま いちろう）

注：
1） 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』08 年 9 月号参照

2） 放送技術研究所側は，次世代プラットフォー
ム研究部，人間・情報科学研究部から 7 人の研
究員が参加している

3）「テレビ」番組の視聴を通じて人々のコミュニケー
ションが「木の“枝”」のように広がっていくという
イメージから「Teleda」というネーミングとした

4） なお実験は，サイトの操作性やデザイン，イ
ンターフェイスなどの技術的側面についての検
証も目的としていたが，本報告では主として
ユーザーの行動上および意識面での変化の検証
の部分に焦点を当てる

5） 選抜（スクリーニング）においては，NHK
を日常的に視聴しているかどうか，その視聴
ジャンル数はどうかということも基準とし，①
NHK を日常的に視聴していない人（20 人），
② NHK を日常的に視聴している / 視聴 ジャ
ンル数が少ない人（40 人），③ NHK を日常的
に視聴している / 視聴ジャンル数が多い人（40
人）という構成とした

6） 数字は世帯視聴率で，厳密な比較はできない。
あくまで参考値である


