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築された。これまで，「1対多」の形にとどまっ
ていた放送局と視聴者の関係性を，SNSを活
用した横と縦の回路（図1）を構築することで，
多重かつ多様な交流の場を生み出すことを目的
としている。

そこで今号では，teledaを用いた実証実験
において，利用者のコミュニケーションにどの
ような特徴が見られたのか，teleda上の実際の
書き込みと終了時に行ったアンケートの自由記
述から具体的に検証を行う。

ユーザー同士の横のコミュニケーション（横
の回路）については，番組を軸にどのようなコ
ミュニケーションが展開されたのか，また，ユー
ザー同士のコミュニケーションによって，視聴
行動にどのような変化が見られたのかについて
分析を加えていく（2，3節）。

 1. はじめに
Twitter，Facebookに加え，検索世界最大

手のGoogleが新たなサービスを開始する1）など，
SNS（ソーシャルネットワークサービス）における
多様なサービスが登場するとともに利用者が増
大している2）。こうしたSNSとVOD（ビデオ・オン・
デマンド）を組み合わせることで，ネット上に放送
番組を媒介したコミュニケーション空間（公共の
広場）の構築を試みるため，放送文化研究所と
放送技術研究所では，試験的なウェブサイトで
ある“teleda（テレダ：仮称）”を構築し，実証実
験 3）を行った。

サイトと実験の概要及び1次分析の結果を
報告した前号では，通常のSNS利用の中心層
とは異なり，60代以上の高年層の利用が活発
だったこと，NHKの番組に対する興味・関心
が増大したり，テレビの楽しみを再発見するな
どの変化が生じたこと，実験期間中にteleda上
で多く視聴された番組と，当該番組の放送時
の視聴率との間には相関は見られず，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があるこ
となどが示された。

teledaは，番組を起点として人と人，人と社
会をつなぐ「公共の広場」の提供を目指して構

放送の「ソーシャルメディア性」を拡張する試み
～ 番組レビュー SNS サイト“teleda”の実証実験から② ～

メディア研究部（メディア動向） 小川浩司／村上圭子
世論調査部（視聴者調査）渡辺洋子

図１　teledaによる「横の回路」「縦の回路」

放送局
放送・VOD等

「
縦
の
回
路
」

「横の回路」



65SEPTEMBER 2011

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2）。 

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4）。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3）。 

特に高かった音楽番組について，実際にどの
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。

そして，放送事業者と視聴者との縦のコミュ
ニケーション（縦の回路）については，放送や
VODにおいて「1対多」の形にとどまっていた
コミュニケーションが，SNSを組み合わせるこ
とによって，放送事業者と視聴者との双方向性
がどの程度実現できたのか，さらに，こうした

「縦」の回路を有効に機能させるために，どのよ
うな試みが成功し，またどのような課題が浮か
び上がったのかを検証する（4節）。

こうした作業を通じて，番組視聴を媒介した
「公共の広場」teledaの可能性と課題をまとめ
ることとする。

  2. 横の回路①
～番組を軸にしたコミュニケーション分析

今回の実験では，NHKの番組2,509本が無
料で視聴可能だった。teledaのようにネット上で
いつでも好きな時間に番組を視聴できる環境に
おいて，視聴者同士のコミュニケーションがど
のように展開されたのか。ここでは番組を軸に
したコミュニケーションにどのような特徴が見ら
れたのかを検証する。

2-1：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

（4節参照）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。

図 2　ジャンル別1番組あたりレビュー件数

図 3　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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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。これは，音楽番
組やバラエティーのような娯楽性の高い番組が
リラックスした状態で視聴され，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
が喚起されていることが考えられる。同時に，
Twitterなどの短文のソーシャルメディアに慣れ
た利用者がteledaを初めて利用する場合，音
楽番組やバラエティー番組を導入路として慣れ
てもらうことが，コミュニケーションを活性化さ
せる効果的手法の一つになりうることが示唆さ
れていると言える。

2-2：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分かった。
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3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4）。

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5）。

上位の番組名を具体的に見ると，『ニュース
深読み 5）』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。
こうした様々なことを考える機会や環境を提供
することによって文字数の多い長文のレビュー
を誘発したことが推察される。

次に，他者との対話については，番組ジャン
ルごとにどのような特徴が見られたのだろうか。

図 5　文字数上位 100 番組のジャンル

・ 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）

図 4　ジャンル別レビュー文字数（平均）
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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6）

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7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」件数が顕
著に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1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。※スポーツ，劇場・公演はコメント発生せず

　イベント対象番組除く

図 6　レビュー（感想）とコメント（対話） 表1　コメント（対話）発生件数上位 10 番組

図 7　ジャンル別1番組あたりコメント発生件数
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10 ニュース 深読み　＜新＞「どうなってるの？ 北朝鮮」 7
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 3. 横の回路②
～ユーザーを軸にした視聴・コミュニケーションの特徴

この節では，teledaで展開されたコミュニケー
ションがユーザーの番組視聴にどのような影響
を与えたのか，そしてユーザー間のコミュニケー
ションはteledaの目指す「公共の広場」の構築
にとって重要な多様な人々の交流をどの程度実
現できていたのか，書き込みと自由記述をもと
に検証していく。

3-1：番組視聴の変化 
今回の実証実験では，番組視聴にユーザー

同士のコミュニケーションが介在することによ
る視聴行動の変化について，以下の2つの作
業仮説を設定している6）。
A） 「存在を知らなかった」「見たことのなかった」

番組を視聴するようになる，視聴するジャン
ルが増加する，という行動上の変化（視聴
の広がり）

B） 放送番組に対する関心・興味や親近感が
増す，という意識の変化（視聴の深まり）

　この仮説に沿ってユーザーの記述を見ていく
ことにしたい。

～行動上の変化（視聴の広がり）～

前号で報告したアンケートとログ解析の定量
データからは，ほぼ半数がこれまで見なかった
番組を見るようになったこと，番組の視聴数に
は，「口コミ」や「話題性」が大きく影響してい
たことが示された。では，他のユーザーの存在
は，どのように新たな番組視聴につながったの
だろうか。ユーザーの記述からは3つの要因が
見出された。1つめは，視聴者数，評価の点数
などの数値情報である。

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，
それらは利用も多く7），かつ新たな番組視聴に
結びついていたことが裏付けられた。2つめは，
ユーザーによって書き込まれた番組情報である。

アンケートでも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，レビューやコメントの書き込
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，視聴の広がりに貢献していたこ
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。そ
して3つめは，自分とつながりのあるユーザー
の視聴行動である。

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

・ 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）

・ 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）

・ 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）
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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と考えられる。
teledaのようなVOD視聴と書き込みの組み合
わせは，放送ともVODとも異なる新たな視聴
を生み出したと言えるのではないか。

3-2：コミュニケーションの多様性
ここまでで，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
じていたことが確かめられた。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が極めて重要で
あるが，それはどの程度実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＞

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。実際は「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 8）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があった。

～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8）。

これらを経験することで，以下のような視聴
の深まりが見られた。
① 書き込みによる番組への親しみや期待感の

喚起

② 書き込みを目的とした番組の積極視聴

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）

・ 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）

・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）

・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）

図 8　視聴の深まり
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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426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 と々の交流が実現されたと言
えるのでないか。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～

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～

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。しかし書き込み件数にはかなり偏りがあ
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。

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 9）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，

・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）

・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）

・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）
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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ことが示さ
れた。

 4. 縦の回路
～放送事業者と視聴者のコミュニケーション 

ところで，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。

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3節で触れた通りである。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”を構築する努力が求められている
のである。今回こうした観点からいくつかの新
たな試みを行った。

4 -1：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

・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）
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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
欲しい番組の要望は，「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”10）」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。

4-2：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。
＜ 1．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
聴回数は急速に増え，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

・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）
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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。
＜ 2. 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。
＜ 3．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ピー
ター・バラカンさんも，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。

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。

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9である。

・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）

・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）
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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。

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。

 5.まとめ
最後に，今回の実験から見えてきたteleda

の今後の可能性と課題を，コミュニケーション
への“関与”と“番組批評”という2つの観点か
らまとめておきたい。

5-1：コミュニケーションへの関与
今回の実験では，特にニュース・報道番組や

ドキュメンタリーにおいて，視聴者同士の対話
が誘発され，VODとSNSが組み合わされた環
境が番組を介したコミュニケーションを拡張さ
せる可能性が見出された（2節）。

一方で，コミュニケーションの活性層と非活
性層の間に，埋めがたい「壁」が生じていたこ
と，また，番組ジャンルを軸に，コミュニティー
が「細分化・分極化（タコ壺化）」する傾向が見
うけられた（3節）。これらの課題に対し，運営
側はどの程度，どのような形で，ユーザーの意
識やteledaの空間に“関与”することが望ましい
のか，改めて検討する必要があると思われる。

そこで，この“関与”について，サイト上の
仕掛けというハードの機能と，コミュニケーショ
ンのモデレーションというソフトの機能に分け
て考えてみたい。まず，ハードの機能について
は，今回，仕掛けが多すぎて分かりにくかった，
などの指摘が少なからず寄せられた。コミュ
ニケーション活性化のため多くの仕掛けを用意
したいと考えるのは運営側の常だが，不必要
な仕掛けは却って阻害要因にもなりかねない。
ユーザー目線に立ち，何が役立ち，何が使わ
れなかったのか検証し，取捨選択を行う必要
があると思われる。

次はソフト機能についてである。今回初め
てteledaではモデレーション機能を導入し，一
定の評価をユーザーから得ることができた。し
かし，一方で，通常のSNSでは考えられない
多面的な役割をユーザーから求められたという
ことも，4節で示した通りである。このことは，
teleda運営側のモデレーターが多面的な役割
を担うことこそが，teledaを“公共の広場”に
高めていく道である，と言い換えても過言では

・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）

図 9　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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ない。実験ではスタッフが持ち回りでこの業務
を担ったが，今後はこうした業務を専門スキル
と位置づけ，それを担うネットディレクターのよ
うな新職種を創設・育成していくことが求めら
れていると思われる。

5-2：番組批評
今回，運営側ではteleda上に番組批評の土

台を築く試みとして，“コラムニスト”のコミュニ
ティーを用意した11）。VODサービスの浸透や
アーカイブ研究の広がりといった，来るべきテ
レビ批評文化の時代に，teledaが新たな地平
を切り拓けないか，という運営側の思いが背後
にはあった。しかし残念ながら，これらのコミュ
ニティーは，当初考えていたほどユーザーの関
心を集めるには至らなかった。

理由はアンケートでの自由記述から見る限り，
“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NHK側だけで進めたこと
などがあると思われる。ネット空間は，あくまで

“対等”や“参加”が原則，ということを痛感さ
せられた結果だった。

しかし最大の要因は，番組を批評的に見て，
その内容を言語化し，他者と議論する，とい
う習慣がユーザーに定着していないことにあっ
たと思われる。2節で提示した「長文レビュー・
対話誘発型」の書き込みにおいても，その多く
はテーマに関する内容で，番組批評的なものは
限られていた。

そこで重要な鍵を握るのは，4節で触れた，
番組制作者との“縦”の回路の構築である。対
象が明確化されることで，批評は明らかに生ま
れやすくなる。また制作者にとっても，批評に
晒されることは，番組改善の手がかりをつかむ
チャンスにもなろう。ただ問題は，そういう意

識を制作現場の人達がどれだけ持ってくれるか
である。今回の実験では，3番組で交流イベ
ントを実施したが，こうしたことが当たり前に
行われるようにならなければ，議論はいつまで
たっても“よそ行き”のままである。運営側とし
て，幅広く理解を広げる努力をしていきたい。
（おがわ こうじ/むらかみ けいこ/わたなべ ようこ）

 注：
1） 2011 年 6 月28 日，米 Google は新たな SNS サー

ビス「Google+（プラス）」を試験的に運用開始した。
先行するFacebook と違って，「親しい友人」や「家
族」など，情報によってグループに分類可能な「グ
ループ」と呼ばれる機能を加えた。

2）SNS 世界最大手 Facebook のザッカーバーグ
CEO がプレスイベントにおいて過去 30 日間の
利用者が 7 億 5,000 万人に達したと発表（2011
年 7 月 6 日）。前回の発表から1 年足らずの間
に 50％増加したことになる。http://techcrunch.
com/2011/07/06/zuck-confirms-that-facebook-
now-has-750-million-users/

3）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，実際の参加
者（teleda への登録者）は 1,032 人。実験の詳
細については米倉律・宮崎勝・浜口斉周「放送
の『ソーシャルメディア性』を拡張する試み～番
組レビュー SNS サイト“teleda”の実証実験から 
① ～」本誌 2011 年 8 月号を参照

4）米倉律・小川浩司・東山一郎「テレビ視聴とコミュ
ニケーションを立体化する試み」本誌 2010 年 9
月号

5）2011 年 4 月からは『週刊 ニュース深読み』
6）3）前掲
7）本誌 2011 年 8 月号より，teleda で以下の機能を

「よく」・「ときどき｣ 利用した人の割合
評価の高い番組  48％
書き込みが多い番組  38％
再生数の多い番組  33％
関心のある人，気になる人をフォローする  17％

8）7）前掲
9）3）前掲

10）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　 

11）3）前掲


