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NHK（放送文化研究所と放送技術研究所）では，VOD（ビデオ・オン・デマンド）機能と，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”を開発し，実験を重ねてきた。これまでの限定
的な空間を拡張するため，twitterなどの外部 SNSとの連携機能や，番組視聴と同時にチャットできるリアルタイム
機能を加えた上で，新たに3回目の実証実験を行った。その結果，外部 SNSとの連携では，若年層の増加とコミュ
ニケーション活性化の可能性が示された一方で，それぞれ性質の違うSNSを連携させることの難しさや，teleda参
加の際の住所・氏名登録への抵抗感がサービス連携の障壁になりうるなどの課題が見られた。また，リアルタイム
チャット機能では，時間的な制約や番組視聴に専念したいとの声があった反面で，視聴の共有体験に対するニーズ
の存在や番組との出会いの場を創出する可能性が示された。外部 SNSの利用者が増え続け，ソーシャル空間での
出会いの重要性は増している。今後も外部環境の変化への対応と空間拡張による試行錯誤の継続が必要であり，
今回見出された課題のさらなる検証と，変化に即したサービスの設計が，引き続き求められる。

 1. はじめに

NHK放送文化研究所とNHK放送技術研究
所は，番組を媒介としたコミュニケーションの場
の構築を目的に，テレビ番組をインターネットを
通じて視聴できるVOD（ビデオ・オン・デマンド）
サービスに，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）の機能を組み合わ
せた番組レビュー SNSサイト“teleda”1）を開発，
これまで2回の実証実験を実施した。これまで
の実験では，普段見ない番組と出会うといった
視聴の広がりが見られたことや，番組に対する
興味・関心，放送局に対する親近感が増大す
るなどの効果があることが見出された。その一
方で，ここ数年で世界的に利用者を伸ばしてい
るtwitterやfacebookなどの外部のSNSとの連

携や，VODだけでなくリアルタイム視聴にも対
応させることなどによって，より多様で立体的な
番組との出会いの創出を目指すべきことなどが
課題として挙げられた。

そこで我々はリアルタイム機能や外部 SNS
サービスとの連携機能を加えた上で，2011年
12月から2012年3月まで，第3回の実証実験
を行った。

本稿では，これまでの実験の経緯と今回の
実験の特徴を概観し（2 節），今回実験のログ
データと終了時に行ったアンケートの分析結果

（3 節），そして新たな出会いの創出を試みた
新機能の検証結果を検討する（4節）。そして，
これらの結果と2012年 4月に実施したNHK
放送文化研究所主催シンポジウムでの議論を
踏まえ，今後に向けた可能性や課題について
考察する（5節）。

ソーシャル機能による
番組との出会いの創出
～番組レビュー SNSサイト“teleda”の実証実験から～
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 2. teleda 実験の経緯
　　　　および今回実験の概要

2-1 これまでの経緯

2009 年にteledaの開発をスタートした際の
基本的な目的は，従来の放送やVODサービ
スにおける放送局と視聴者の関係性（＝1対
Ｎ，縦の回路）に，視聴者相互の関係性（横
の回路）を組み合わせることで，番組が媒介
するコミュニケーションを立体化し，多様な番
組と人 と々が織りなす「公共の広場」を構築す
るというものであった。

そして2010 年2月から3月までの3週間にわ
たり，調査会社のモニターから選んだ30 代・
40 代の男女約30人ずつ，計124人にteledaを
利用してもらうことによる予備実験（第1回実
験）2）を実施した。予備実験の結果，teledaの
ようにVODサービスにSNS 機能を付加するこ
とで，それまで見なかった番組を視聴するよう
になるなど，視聴ジャンル・視聴番組の幅が広
がるといった行動の変化や，番組のテーマ・内
容やNHKに対する，興味・関心・親近感な
どが高まるといった意識の変化が見られる傾
向があった。

これら予備実験で得られた仮説や課題を基
にteledaサイトを更新した上で，同年12月か
ら翌 2011年3月までの3か月間，NHKのイン
ターネット会員組織「NHKネットクラブ」の会
員の中から，10 代から80 代までの1,032人に
利用してもらう実証実験（第2回実験）3）を行っ
た。その結果，予備実験と同じく，視聴の広
がりや放送局や制作者に対する興味関心が高
まる効果が見られた一方で，もともとNHKの
番組視聴者が多いNHKネットクラブの会員
のみの利用や，VODに限定した視聴環境で
は，若年層を含めた多様な世代間の交流や異
質な意見を持つ者同士のコミュニケーション
が限定されるのではないか，という課題が浮
かび上がった。

こうした課題を踏まえ，今回，twitterや
facebookなどの外部のSNSとの連携機能や，
放送中の番組を軸にしたチャットなどのリアル
タイム機能を付加した上で，3回目の実証実験
を行うこととした。図1に，これまでの実験の
参加空間の推移を示す。 

2-2 teleda の主な機能

次に，今回実験で使用したサイトのトップ
ページを図2に，前回実験との主な機能の比
較を表1に示す。外部 SNS連携やリアルタイ
ム機能など，今回新たに加えた機能を太字で
示してある。以下に主な機能について，番組
のVOD 視聴，トップページ，コミュニケーショ
ン機能，リアルタイム機能とに分けて解説す
る。

番組の VOD 視聴

これまでの実験同様，実験期間中に放送さ
れた番組や，過去に放送された番組の中から，

図1　これまでの経緯と参加空間の拡張
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NHKオンデマンドで提供されている番組に準
じた，合計4,263本が提供された。放送翌日
など直後から提供される見逃し番組について
は，提供期間に応じて随時入れ替わるため，
常時約2,000 番組が視聴可能な環境となった。

トップページ

トップページには，利用者による5 段階評価
で高い順に並べた番組評価ランキング，利用
者の意見や感想の書き込み件数の多い順に並
べた書き込み件数ランキング，再生回数が多
い順に並べた再生数ランキングを表示し，番
組を選ぶ際の参考にしてもらった。さらに利用
者の書き込みの中から「話題のキーワード」を
表示する機能を設けた。また今回は，番組の
予告編が見られる「新着予告」，現在放送中
の番組名を総合，Ｅテレ，BS1，
BSプレミアムのチャンネルごとに
表示する「ただいま放送中」機能
を付加した。

コミュニケーション機能

これまでの番組についての5 段
階評価，感想を読む・書く，他
者と対話する機能に加え，今回
の実験では，twitterやfacebook
などの外部のSNSに感想を書き
出す機能を設け，外部からteleda
に興味を持った人が新規に参加
できるようにした（ 外部 SNS連
携）。また，「いいね」「イマイチ」

「びっくりした」「泣ける，せつな
い」など番組視聴後の感想を一
言で表す「感情アイコン」を新た
に設置し，5 段階評価だけにとど

まらない多様な番組評価を可能にした。その
他，番組をお気に入りに入れたり（ファンにな
る），他者をフォローするなどの機能も前回同
様に盛り込んだ。

図 2　teleda 実験サイトトップページ

表1　teleda 主要機能と前回との比較

前回実験 今回実験
基本 VOD 視聴 ○ ○

トップページ

新着予告 ○
ただいま放送中 ○
話題のキーワード ○ ○
評価ランキング ○ ○
書き込み件数ランキング ○ ○
再生数ランキング ○ ○
あなたへのおススメ番組 ○ ○

コミュニケー
ション機能

5 段階評価 ○ ○
感想を読む・書く（レビュー） ○ ○
他者と対話する（コメント） ○ ○
感想を外部 SNS に書き出す ○
感情アイコン ○
番組のファンになる ○ ○
他の利用者をフォローする ○ ○
テーマコミュニティ ○ ○
ユーザーランキング ○
テレダくん，技術くん ○ ○

リアルタイム
機能

放送中番組チャット ○
VOD 同時視聴チャット ○
友達の視聴状況 ○



5

ある。性別では男性の割合が56％とやや高く
なっている。年層別では40 代が36％と最も多
く，次いで50 代（29％），30 代（18％）となっ
ている。

参加者には，実験期間中，teleda 上での番
組の視聴や意見・感想の書き込み，利用者同
士のフォロー等の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，インターフェースについ
ての意見，利用に伴う視聴行動や意識の上
での変化等について尋ねる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。

 3．実験結果概要
　    ～視聴者が作り出す番組との出会い

以下では，終了時アンケートの結果と，実
験期間中のユーザーの視聴行動を記録したロ
グデータから，実験結果の概要を見る。

3-1 終了時アンケートから

終了時アンケートは，実験終了前に全利用
者にメールで協力を呼び掛け，インターネット上
で回答してもらった。回答者は382人で，年層
別の割合は20代以下6%，30代14%，40代が
39%，50代33%，60代以上5％となっている。
性別内訳は男性54%，女性46%であった。

まず，実 験 参加 者 がどの程 度の頻 度で
teledaを利用したかを見る。全体では13％
が「毎日のように」利用したと答え，以下週 2
〜3回が28％，週1回が25％，月2 〜 3回が
24％，「ほとんど・全く使っていない」（非利用
者層）が10％だった（図3）。全体の4割が週 2

リアルタイム機能

前回実験のアンケート調査で，利用者から，
「VOD視聴後にそれぞれが書き込む掲示板形
式では対話している実感がリアルではない」と
の指摘があり，時間軸の異なる視聴行動をどう
共有するかが課題の1つだった。そこで今回，
放送中の番組を一緒に見ながらのチャット機能
と，同じ時間にVOD視聴しながらのチャット
機能を新たに加え，番組の視聴を共有しなが
ら対話できる仕組みを導入した（詳細は4-2で
後述）。また，他の利用者の視聴状況やチャッ
トへの参加状況がリアルタイムで分かる機能を
提供することによって，同じく視聴の共有と思
いがけない番組との出会いの創出を試みた。

  
2-3 実験の概要

今回の実験は2011年12月20日から2012年
3月20日までの約3か月間実施した。参加者
はこれまでと同じく「NHKネットクラブ」の会
員を対象に希望者（事前参加者）を募集した
ほか，前述の通り外部のSNSからも新規登録
者（新規参加者）が参加できるようにした。参
加者数（teledaへの登録者数）は，事前参加
者が963人，外部 SNSからの新規参加者が
99人となり，合計で1,062人であった。
表2は1,062人の基本属性を示したもので

表 2　参加者の基本属性（性・年層）

男性 56%

女性 43%

10 〜 20 代 8%

30 代 18%

40 代 36%

50 代 29%

60 代 3%

70 代以上 2%
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〜 3回以上利用しており，6割以上が毎週1回
は利用していることが分かる。なお，ここでは
データは示していないが，年層別に見ても，傾
向に大きな違いは認められなかった。

次に，ソーシャル機能（=利用者の言動）に
よる新たな番組との出会いが生まれたかにつ
いて分析する。
図4は，ユーザーが実験期間中にteledaで

視聴した番組について，「どのような理由で見
ようと思ったのか」と尋ねた結果である。最も
多かったのは，「テレビ放送を見逃して」という
ものだったが，注目されるのは，「トップページ
に表示される番組を見て」との回答が42％に

達していることである。トップページに
は，ユーザーによる「評価の高い番組」

「書き込みの多い番組」「再生数の多い
番組」の各種ランキングが表示されてお
り，利用者の言動が作り出すランキン
グをもとに視聴する番組と出会い，選
択していた様子がうかがえる。

また，運営者側の親しみやすいキャラクター
として設けた「テレダくん」からのお知らせを
見て視聴したという割合が，他の人のレビュー
を読んで視聴したという割合とほぼ同じ2割で
あった。運営者側の声が，他の利用者の声と
同様に番組との出会いのきっかけとなったこと
が分かる。

次に，teledaに参加することで，視聴行動
にどのような変化が表れたかを聞いた結果が
図5である。

teledaを利用することによる行動の変化に
ついて，全ての項目で半数前後の人が『当て
はまる』（とても・まあ当てはまる）と回答した。

最も多かったのは「これまで見なかっ
た番組を見るようになった」という項目
で，55％の人が『当てはまる』と回答
したのに対し，『当てはまらない』（全
く・あまり当てはまらない）と回答した
人は28％にとどまった。teledaのソー
シャル機能を活用することで，番組と
の新しい出会いが生じうることが示さ
れたと言える。

3-2 teleda 利用者のログデータから

次に，利用者のログデータから分析
を進める。

teledaで 番 組を視 聴 する際には，
ユーザーは検索機能や，他のユーザー

図 3　teleda 利用頻度

図 4　teledaでの番組視聴の理由（複数回答）
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の視聴・書き込み行動を集計したランキングな
ど様々な手段を利用して番組に到達し，VOD
により視聴することが可能となっている。

ではユーザーは，どのような機能を利用し
て番組に到達したのだろうか。ここでは，キー
ワードなどによる番組検索，および番組表か
ら選択して番組に到達する経路を「検索系」，
それ以外の手段，例えば「視聴数の多い番
組」といった番組ランキングや，他のユーザー

のレビューを介して番組に到達する経
路を「ソーシャル系」と呼ぶことにし，
番組視聴数に占めるそれらの割合を
分析した。検索系経路およびソーシャ
ル系経路の番組総視聴数に占める割
合を図6-1に，また，日々の視聴経路
の割合を時系列に並べたものを図6-2
に示す。

これを見るとソーシャル系経路が全
体の61％を占めており，検索系の39％
を大きく上回っている。また，時系列
変化を見ると，実験期間前半よりも期
間後半の方がよりソーシャル系経路の
割合が大きくなる傾向が見られる。こ
れは，期間後半にはteleda 上に投稿さ

れたレビューなどが豊富に蓄積され，レビュー
を介した番組との出会いが前半に比べ増大し

図 5　teleda 実験に参加したことによる視聴行動の変化

図 6-1　番組の視聴到達経路

図 6-2　番組の視聴到達経路（時系列）
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たこと，また，参加者がteledaの利用に慣れ
親しんだことで，様々なソーシャル機能を利用
する機会が増えたことなどが考えられる。

次に，今回の実験において視聴数が多かっ
た番組のランキング（1位〜15位）を表3に示
す。参考までに，ランキング中の各番組の初
回放送時視聴率を付記してある。

teleda 上で多く視聴される番組と，実際の
放送で多く見られる番組とでは，傾向が違う
ことを表している。

例えば，6 位の『視 点・論点「独りぼっち
のクリスマス」』は放送時視聴率は1.1%にと
どまっているが，実験サイトでは数多くのレ
ビューが投稿されており，その口コミ効果で視
聴数が増加していると考えられる。これを前述

の視聴経路で見ると，この番組はソー
シャル系経路が8割を超えている。ま
た，1位の『おやすみ日本　眠いいね！』
は，同じく放送時視聴率は1.1％だが，
制作者も参加する同時視聴イベントを
実施したこともあり，ソーシャル系経路
が95％に達している。こうしたことか
ら，ソーシャル機能が番組との新たな
出会いに結び付き，番組視聴へとつな
がっていると見ることができる。

 4. 空間拡張による
　　　　可能性と課題

4-1 外部 SNS 連携機能

4-1-1 外部 SNS 連携機能の概要

前回の実証実 験 で課題となった，
NHKネットクラブに限定したコミュニ
ケーションの閉鎖性を解決するため，
今回の実験では，膨大なソーシャルネッ

トワーク（人と人とのつながり）を有する外部
SNSサイト（twitter，facebook，mixi）との
連携機能を設け，コミュニティー空間を拡張す
ることで新たな番組との出会いを作り出すこと
が可能かどうか，検証を行った。今回試みた
外部 SNS連携の概要を図7に示す。

今回の実験では，外部 SNSを利用している
teleda利用者が，teleda 上に書き込んだ番組
レビューを外部 SNSサイトにも同時に投稿す
るかどうか，その都度選べる機能を付加した。
例えば，twitterと連 携させる場合，teleda
上でレビューを執筆し，記入画面の下にある
twitterのチェックボックスにチェックを入れて
投稿すると，twitterにも同じ書き込みが投稿
される。その際，番組レビューを書き込んだ

表 3　teleda 視聴数ベスト15と視聴率

　 番組タイトル 視聴数 書き込み数 視聴率 ※

1 おやすみ日本　眠いいね！ 126 39 1.1
2 ブラタモリ「地下鉄スペシャル」 117 49 10.3

3 NHK スペシャル
「福島第一原発　あのとき何が」 115 53 5.1

4 ブラタモリ＜新＞ 「早稲田」 90 15 4.9

5 NHK スペシャル「世界を変えた男
　スティーブ・ジョブズ」 78 26 6.1

6 視点・論点
「独りぼっちのクリスマス」 78 20 1.1

7 あさイチ
「プレミアムトーク　尾野真千子」 76 16 16.2

8 大人ドリル
「これでいいの？日本人の英語力」 70 17 2.4

9 サラリーマンＮＥＯプレゼンツ
TV マンＮＥＯ 66 14 2.3

10 連続テレビ小説　カーネーション
（65）「切なる願い」 64 50 20.2

11 NHK スペシャル　映像の世紀　
第１集　20 世紀の幕開け 64 11 － 

12 ＳＯＮＧＳ
「沢田研二　ザ・タイガースを歌う」 62 21 5.6

13 ブラタモリ「地下鉄スペシャル」 （後編） 61 20 8.9
14 ＳＯＮＧＳ「福山雅治」 61 13 4.1

15 BS 世界のドキュメンタリー
「スティーブ・ジョブズ」 61 11 0.6

※ ビデオリサーチ調べ　初回放送時・関東地区・世帯
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teledaサイトのURLも併せて表示することに
より，関心を持った読者が簡単にteleda 紹介
ページにアクセスでき，そこからNHKネット
クラブへの会員登録を経てteleda参加へと遷
移できるようにした。このような連携機能の実
装で，新規参加者がどれほど増大するか，ま
た新規参加者の流入によるコミュニケーショ
ン活性化などの可能性を検証した。

 
4-1-2 外部 SNS 連携の結果

その結果， 外部 SNS連 携 機能を利用し
たユーザーは，今回の実験参加者全体（新
規参加者含む）の22％にあたる232人となっ
た。また，外部 SNSへのレビュー書き出し数
はtwitterが851件（62％）で最も多く，次い
でfacebook の381件（28 ％），mixiの139 件

（10％）となった。合計1,371件の書き出しに
よって外部 SNSからteleda 紹介ページにアク
セスした数は2,779 件で，内訳はtwitterが
2,235件で80％を占め， 次いでfacebookの
495件（18％），mixiの49 件（2％）となった。
そして，外部 SNS経由でteledaに登録した新
規参加者は99人であった。

次に，新規参加者 99人の
属性を見る。図8に示す通り，
新規参加者は事前参加者に
比べて20 〜 30 代の割合が
高く，平均年齢が事前参加
者の45.6歳に対し，新規参
加者が42.4歳と若めの特徴
が見られた。外部 SNSサイ
トとの連携により，teledaの
中心 利用者層である40 〜
50 代とは違う若年層の増加
が期待しうる結果となった。

また，事前参加者と新規参加者とで書き込
みの頻度を比較すると，事前参加者は番組視
聴3回につき1回の割合（書き込み率 4）=0.34）
で書き込んでいるのに対し，新規参加者は3
回の視聴につき2回の書き込み頻度（書き込
み率=0.66）となっており，新規参加者の方が
視聴した番組についてより積極的に書き込みを
行う傾向があることが分かった。

さらに，番組視聴に至るまでの経路で比較
すると，事前参加者よりも新規参加者の方が

図 7　外部 SNS連携概要

図 8　事前参加者と新規参加者の年齢層比較
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ソーシャル機能を利用して番組視聴に辿り着い
た割合が高くなっている（図9）。

これは，外部 SNSでソーシャル機能を使い
慣れていることが，teledaのような新しいサー
ビスに入っても比較的早くその場のソーシャル
機能に順応できることにつながっていると推測
される。

これらの実験結果から，外部 SNSとの連
携によって若年層ユーザーがteledaに流入し，
幅広い世代による多様な意見が交わされたり，
積極的に書き込みをする利用者が増えたりす
ることがコミュニケーションの活性化や新たな
番組との出会いにつながる可能性が示唆され
ていると言える。

4-1-3 外部 SNS 連携を巡る課題

外部 SNSからteledaに参加登録した新規
参加者は実験期間の3か月間で99人，ユー
ザー全体の約1割であったという結果は，当
初の想定を下回るものであった。新規参加者
の数がそれほど増えなかった障壁として考えら
れることなど，今後外部のSNSとの連携を進
めていくにあたって課題として考えられるもの
を以下の3点にまとめる。
①ユーザー登録の敷居の高さ

今回の実験において，teledaサイト上で番組
視聴や書き込みを行うためにはNHKネットクラ
ブのプレミアム会員である必要があった。プレ
ミアム会員は住所・氏名を明らかにする必要が
あるため登録の敷居が高く，teledaへの参加
を断念したユーザーが多かったと推測される。
②プライバシーに関する不安感の存在

外部 SNS連携機能を利用したかどうかにつ
いて終了時アンケートで聞いたところ，利用し
たという割合は23％にとどまった。性別で見
ると男性の利用率 30％に対し，女性は15％と，
女性の利用率の低さが目立った。

利用しなかった理由について聞いた結果で
は，「使い方を知らなかった・分からなかった」
が33％，「実名や年齢が明らかになるなど，プ
ライバシー上の問題があるから」が32%と多
かった。teledaサイト上では，年齢などの個人
情報を非公開にしたり，アカウントを匿名にし
たりすることが可能だが，レビュー書き出しに
よって，外部 SNSサイトの実名アカウントや公
開している個人情報と関連付けられてしまう可
能性もある。アンケートの自由記述でも，外
部連携機能を利用しなかった理由として，「プ
ライバシーが，丸裸になることが怖い気がしま
す。」（55歳女性），「全部が関連付けられると

図 9　事前参加者と新規参加者の
番組視聴経路の比較
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自分を特定されそうでいやなので。」（44歳女
性），「番組の嗜好も明らかになるのは好ましく
ない。」（46歳男性）といった声があがった。
③ SNS サイトの性質の違い

外部 SNS連携機能を利用しなかった理由
として，18%のユーザーが「書き出す内容が
普段利用している外部 SNSに適していないか
ら」と回答した。facebookは実名で利用する
サイトであり，主に現実社会での友達とのプラ
イベートな情報交換に利用される。mixiは匿
名での利用を推奨しており，主にネット上の見
ず知らずの人達との交流に利用される。一方，
twitterは匿名で利用しているユーザーが多
く，主に見ず知らずの人達との簡易な情報交
換に利用される。このように，各々のSNSサイ
トは性質が異なるため，ユーザーによっては複
数のSNSサイトを使い分けてコミュニケーショ
ンをとっており，teledaと外部 SNSとの連携
を躊躇したものと考えられる。また，twitter
の場合は140字以内という字数制限があるた
め，字数制限の無いteleda 上で書き込んだレ
ビューをtwitterに書き出した場合，レビュー
が途中で切れてしまうことが，終了時アンケー
トの自由記述にも不満の声としてあがった。連
携する外部 SNSのこうした性質の違いをどう
活かしていくのかは今後の検討課題である。

4-2 視聴者同士の視聴の共有
　　　　　　　　 ～リアルタイム機能

4-2-1 リアルタイム機能の概要

ユーザー間の共有体験の場を提供すること
で，視聴行動にどのような変化をもたらすか，
ユーザーの視聴状態を把握できるようにするこ
とで，番組や他のユーザーとの新たな出会い
の創出が可能かを検証するために，以下の3

つのリアルタイム機能を付加した。
①放送中番組チャット

テレビ画面で放送中の番 組を見ながら，
teledaサイト上でチャットを行う機能で，NHK
が放送している総合，Eテレ，BS1，BSプレ
ミアムの各チャンネルごとにチャットのページを
作り，実験期間を通していつでもチャットでき
るような環境とした。
② VOD 同時視聴イベント

図10に示すように，VOD番組を同時に視
聴しながらチャットを行う機能で，実験運営
者側が番組と日時を予め決めたイベントを「み
んなでブラタモリを見る会」などとして企画し，
事前に参加を呼び掛けた。VODでありながら，
参加者が同じタイミングの場面を同時に視聴し
ながら語りあえるような仕組みを提供するもの
である。

③友達の視聴状況表示機能

teleda 上で視聴している番組や，チャット
への参加状況などをユーザー間でお互いに把
握できる機能で，プロフィール設定画面で公
開か非公開かを選択できるようになっている。
友達の視聴状況から，同じ番組を視聴したり，
同じチャットに参加することが可能である。

図10　VOD同時視聴チャット画面
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4-2-2 リアルタイム機能による共有と出会い

今回の実験のログデータによると，チャット
に参加した人（チャットページの閲覧者）は，
teleda参加者1,062人のうち537人（51%）で，そ
のうちチャットで発言までした人は106人（10%）
であった。また，放送中チャットでの発言数は
3,489件，VOD同時視聴イベントでの発言数は
1,441件で，合計4,930件の発言がなされた。
表4は，放送中番組チャットにおける発言

数上位10番組の発言数，発言の平均文字数，
チャンネル，放送開始日時である。即応的に自
由な発言がしやすい，テーマの軽重で言えば
比較的軽いテーマの番組が多く，チャンネルは
すべて総合，時間帯では21時以降の番組が上
位を占めた。1位の紅白歌合戦に次ぐ，2位〜 6
位はいずれも『ブラタモリ』，7 〜 9位は『ブラタ
モリ』の前後の番組であった。『ブラタモリ』に

ついては，ゆるやかなテンポという番組特性の
みならず，3節で示したようにVOD視聴でも再
生回数上位でトップページのランキングに頻繁
に表示されるため，teleda上で知名度・注目度
が高く，参加者が誰かしらいるのではないかと
の期待感が背景にあったものと考えられる。
表5には，実験期間中に開催したVOD同

時視聴イベント全11回（1回のみ放送中番組）
のチャット発言数等の結果を示す。この結果
でも，『おやすみ日本 眠いいね！』，『ブラタモ
リ』など，娯楽色の強い内容や，ゆるやかな
テーマを扱った番組では，短めの気軽な発言
で，発言数も伸びた。

一方で，震災関連の2番組『NHKスペシャル

表 4　放送中番組チャット数上位 10 番組

表 5　VOD同時視聴イベントの結果

順
位 タイトル チャット

発言数 
平均

文字数 
チャンネル/
放送日時 

1 第 62 回 NHK 紅白歌合戦
「あしたを歌おう。」 466 16.9 総合

12/31  19:15 

2 ブラタモリスペシャル
「江戸城外堀　超拡大版！」 285 18.3 総合

12/22  22:00 

3 ブラタモリ
「江戸の運河・後編」 194 15.8 総合

2/23  22:00 

4 ブラタモリ「新宿誕生編」 142 15.6 総合
3/1  22:00 

5 ブラタモリ
「新宿　新都心編」 141 16.5 総合

3/15  22:00 

6 ブラタモリ
「江戸の運河」 113 16.5 総合

2/16  22:00 

7 セレクション 110 27.9 総合
3/1  22:55 

8 ニュースウオッチ９ 98 16.0 総合
12/22  21:00 

9 Ｂｉｚスポ 85 26.8 総合
3/1  23:25 

10
タイムスクープハンター 
スペシャル「戦国 SOS
カラス天狗を追え！」 

81 19.6 総合
12/21  22:00 

順
位 タイトル チャット

発言数 
平均

文字数 
発言 /

分 開催日時 

1 おやすみ日本　眠いいね！ 359 21.6 2.6 3/10
22:00

2 ブラタモリ＜新＞ 「早稲田」 300 23.8 7.14 2/11
22:00

3
ＮＨＫ特集
よみがえれ貴婦人Ｃ５７１
〜最後のＳＬ解体修理〜

139 18.6 2.84 3/4
 21:00

4
プロジェクトＸ　挑戦者たち
日本初のマイカー てんとう虫
町をゆく〜家族たちの自動車
革命〜

134 20.4 3.19 3/4
22:00

5
ＮＨＫスペシャル 東日本大震災

「“魚の町”は守れるか
〜ある信用金庫の２００日〜」 

131 31.6 2.18 2/24
22:00

6 連続テレビ小説 カーネーション
（１２２）「悔いなき青春」 79 23.5 5.27 3/20 

21:20

7 連続人形劇
新八犬伝 第１回 68 17.7 4.53 3/4 

20:00

8
連続テレビ小説
ちりとてちん 第１回 第１週
笑う門には福井来る 

65 17.2 4.33 3/20
21:55

9
連続テレビ小説 ちりとてちん
第１５１回（最終回）　最終週
笑う一門には福来る 

65 18.7 4.33 3/20
22:15

10 連続テレビ小説 カーネーション
（１１１）「あなたを守りたい」 54 29.8 3.6 3/20 

21:00

11
ＮＨＫスペシャル「“同日同時刻”
生中継 被災地の夜」 
※放送中番組で実施 

47 40.9 0.63 3/11
21:00
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「“同日同時刻”生中継 被災地の夜」』『NHKス
ペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか
〜ある信用金庫の200日〜」』は，1分あたりの
発言数は下位となっているが，平均文字数は上
位であり，それぞれの発言が長文になる傾向が
見られた。チャット発言の中には，次のような
発言があった。

震災のような重いテーマの番組は，発言す
るまでに時間を要したり，熟慮に基づいた発
言のため長文になりがちであるなどの理由が
背景にあると考えられる。

図11には，放送中番組チャットのジャンル
別参加数（同一ユーザーの出入りも含む），発
言数を示す。参加数は，ニュース/報道，ド
キュメンタリー/教養が多いが，気軽に発言す
るジャンルでないためか，参加数ほど発言数
は伸びていない。一方，発言数は，『ブラタモ
リ』を含む気軽に発言できるバラエティ番組が
最も多いという結果となった。 

こうした傾向は，前回の実験 5）における長文
レビュー誘発型コンテンツの特徴と一致する点
が多く，今後，teleda 上のみならず，放送中
にtwitterとの連携を進める際の番組選択に
も応用できる傾向として注目される。

また，“友達の視聴状況”に関しては，ペー
ジ閲覧回数が1,880回，そこからチャットへの
遷移144回，友達と同じVOD番組の視聴への
遷移108回という結果であった。リアルタイム

の他のユーザーの情報を起点とした新
たな人や番組との出会いの機会を与える
機能としての一定の可能性は示せたが，
ユーザーの利用率としては，21%にとど
まる結果となった。また，初期設定で
は「公開」となっている自分の視聴状況
設定を「非公開」に変更したユーザーは
23%と，プライバシーを意識する利用者
が一定数存在した。

4-2-3 終了時アンケートに見る

　　　　　　　　　　　可能性と課題

リアルタイムチャット機能についての感
想を終了時アンケートの自由記述から読
み取ることで課題を整理する。番組視聴
体験を共有しながらのコミュニケーショ
ンに期待する声は数多く見られ，VOD
同時視聴イベントの参加が番組との出会

図11　ジャンル別の参加数，発言数
（放送中番組チャット）

・なかなかコメント書けないですよ。色 と々考
えますから。

・あの日から1 年ということで特番が続きます
が，大切なのはこれから絶え間なく被災者
の方々の声を放送にのせていくべきだと思い
ます。
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いにつながったケースや，チャットがきっかけで
その後の視聴習慣につながったり，視聴意欲の
増大につながったりする可能性が示唆された。

 
その一方で，VOD 視聴イベントについては

時間が合わず参加できなかった，イベントの
回数を増やして欲しかった，参加者が少ない
ので参加しなかったなど，参加してみたいが参
加に至らなかったケースも多数見受けられた。

こうした時間的制約のほかに，番組視聴に
専念したいという意見も散見された。

ログ分析およびアンケートの結果を通してリ
アルタイムの共有体験に対する一定の需要の
存在が確認された一方で，イベントとして行う
場合の日時設定，選択肢の増大や，不慣れな
人でも使いやすく，操作性の良いユーザーイン
ターフェースの必要性，そして自らの視聴状況
の公開範囲を親しい友達に限定できるといっ
た，きめ細かなプライバシー設定の必要性等
の課題があることが分かった。

 5. 課題と展望

最後に，これまでの結果に加え，2012年 4
月に行われたシンポジウム「VOD・SNS時代の

“テレビ”と“テレビ視聴”」6）での議論を踏まえ，
今後に向けた可能性と課題を展望する。

5-1 既存の場か，新たな場か

twitterやfacebook, mixiなどの 外 部 SNS
との連携については，若年層の参加とコミュニ
ケーション活性化の可能性が見られた一方で，
プライバシーに関する不安感の存在や，それ
ぞれ利用目的や特性が違うSNS同士を連携す
ることの難しさ，また住所・氏名などの個人情
報を登録する障壁をどう解消するのかといった
課題が見つかった。

teledaのプロジェクトが始まってから3年を経
た今，世界で10 億人以上とも言われる多くの人
たちがSNSを利用 7）し，それぞれに「場」を作
り始めている。そうした中，「新たに番組用の場
を作ったからこちらに来てくださいと言うのも無
理があるのではないか」との指摘が，シンポジ
ウムではなされた。電通で広告コミュニケーショ
ンのデザインに長年携わった佐藤尚之氏は，
facebookの存在を念頭に「友達からのお勧め
も，自分を知っている友達じゃないとコンテクス
ト化しない。匿名であるteledaでは友人のつな
がりが弱く，結局見なくなるのではないか」と指
摘した。それに対し，東海大学教授の水島久
光氏は，「知らない人でも13％つながった（よく・
時 フ々ォローした人は13％，一度でもフォローし
た人は26％）という事実は評価すべき」と肯定
的に評価してよいのではないかと発言した。こ
の点については，終了時アンケートでも，「teleda
内部で閉じたコミュニケーションというのは，リ
アルの知り合いと重ならないため，面白くない。」

（38歳男性）との意見に対し，「同じ番組を介し
て他の人の感じ方や感想を見ると『あたたかさ』
を感じた。」（40歳女性）と，知らない人同士の

・ブラタモリを見る会はおもしろかった。ブラ
タモリを放送のほうも見るようになった。

（50 歳　男性）
・こういった企画は面白い。見る姿勢も意欲も

増し，楽しめると思います。 （24 歳　女性）

・私は，番組の視聴に集中したいと思いまし
たので，これらのイベントには参加しません
でした。　　　　　　　    （60 歳　男性）

・チャット内容を見ていると，番組の視聴が
疎かになり，番組自体を楽しめない。

（46 歳　男性）
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結び付きでも，人とのつながりによる温もりを
感じたとの意見もあった。実際の友達か，匿名
コミュニティーでの“友達”かという観点で見れ
ば，政治信条など実名のつながりでは発言・議
論しづらいテーマや問題もあるだろう。そうした
テーマについて，番組視聴というきっかけと字
数制限のない匿名コミュニティーの存在によっ
て発言が促されることも考えられる。

今回の実験で，2割（232人）という一部の
利用者による書き出しでも新規参加者が3か
月間で100人近くあったという事実は，既存
のSNSとは別に，放送局が独自に作るコミュ
ニケーションの場に対する関心や期待が人々の
間に一定程度存在することを示している。だと
すれば，既存のSNSか，teledaのような新た
な場かの二者択一ではなく，今既にある「場」
をうまく活用しながら，番組との出会いや，番
組を軸にしたコミュニケーションが発生しやす
い「新たな場」を設計することが重要であろう。
例えば，facebook上のつながりをteledaに持
ち込むなどして，実際の友達同士での会話も
選択できるようにしたり，twitterの番組ごと
の書き込みをteleda上で表示するなど，外部
SNSの機能を柔軟に取り入れながら試行錯誤
を重ねることが今後も求められるであろう。

5-2 リアルタイムと VOD 

teleda開発当初は，番組を軸にしたコミュ
ニケーション空間の多様化や立体化による「公
共の広場」を設営する狙いから，視聴中や視
聴後に自分のペースで感想や意見を書き込め
るVODを軸にする考えがあった。今回，コ
ミュニケーション空間の拡張を目的にリアルタ
イム機能を付加したことで，番組視聴の姿勢
を強めたり意欲を増大させたこと，また番組と

の新たな出会いや新たな放送の視聴習慣を生
み出せる可能性が示唆された。

リアルタイムでの視聴共有の必要性について
は，シンポジウムでも多くの指摘がなされた。
フジテレビでIT戦略を担当する塚本幹夫氏は，

「僕らが目指しているのはリアルタイム視聴。リ
アルタイム視聴の向上やテレビにおける新たな
視聴形態の開拓を目的にしている」と発言すれ
ば，佐藤氏も「時間軸を持っているコンテンツ
を仲間と一緒に見るというところが厳密な意味
でのソーシャルメディア」と，視聴体験を同じ時
間で共有することの重要性で賛同した。しかし
他方で佐藤氏は「広告では商品を売るための前
評判を作ったりする。番組コンテンツの場合は
後評判を広げる。後評判を広げるという意味で
は，VODは非常に効く」とVODの重要性も認
める発言をしている。

価値観の多様化，ライフスタイルの時間軸の
多様化，そしてスマートフォンやタブレット端末に
代表される番組視聴機器の多様化が進む中で，
それらを結びつけるものとしての，タイムシフト視
聴やVODサービスの利便性，そして利用者の
評価や書き込みによる番組選択の利便性と新た
な出会い創出の可能性を鑑みれば，VODにお
けるソーシャル効果の大きさは否定できない。さ
らに，多様な意見や対話の醸成という「公共の
広場」設営の観点からすれば，放送時間と同時
に流れて消え去ってしまうリアルタイムが軸にな
るよりも，意見や発言が残り，自分のペースで視
聴・発言できるVODの環境を軸にするという当
初からの考え方は，今後も求められるのではな
いだろうか。その点において，今回試みたVOD
イベントによる同時視聴は，時間選択性とリアル
タイム性という双方のメリットを兼ね備えた試みと
して，可能性を秘めていると言える。

SEPTEMBER 2012
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5-3 まとめ　変化する外部環境の中で

インターネットの普及に伴って，番組との出
会いの経路は常に変化し続けている。すなわ
ち，インターネット登場前の「新聞等のテレビ
欄」や「放送局からの番組宣伝」，「視聴率ラン
キング」から，インターネット登場初期の「ポー
タルサイト」「検索」，そしてネット上の「VODラ
ンキング」，「行動履歴に基づくレコメンド」，さ
らに「（友達が見ているなどの）ソーシャル機
能による出会い」などへの広がりである。情報
量が増大する中で，友達の言動＝ソーシャル機
能の重要性は高まっているように見える。

外部 SNSの中には，リアルタイム性に富んだ
twitter，実社会の関係性に即したfacebook
のほかにも， 写 真 SNSのi n s t ag r a m 8）や
pinterest9）など，それぞれが特性や存在意義
を有しながら利用者数を伸ばしている。その
観点からすれば，teledaはNHKが持つ番組
資産を軸にしたコミュニケーション空間としての
特性や存在意義を有していると言える。他方
で，空間の設計，リスク管理，アジェンダセッ
ティング（議題設定）を含めた議論しやすい環
境作りなど，放送局がどこまで対応すべきかに
ついては，慎重に検討されるべきである。既
にあるつながりで楽しんでいるから新たな場は
必要ないとの考え方もあれば，NHKが運営
する場だから安心できるという利用者の声も見
られた。また，多種多様なサービスが登場し，
それぞれに「場」が形成され始めたからこそ，
それらの「場」をつなぐ存在としての「公共の
広場」が必要性を増すとの考え方も成り立つ。
公共放送の研究機関として，変わり続ける外
部環境に即した対応と試行錯誤の継続は今後
も求められるであろう。

今回見出された数々の課題のさらなる検証，

そして誰もが使いやすく，安心して番組や話題
と出会えるサービスの追求が，引き続き求めら
れる。
（おがわ こうじ/ みやざき まさる/ばば あきつぐ/ おおたけ ごう）
　　

注：
1） teleda という名称は，テレビを「木の幹」に

たとえ，テレビ番組を介した人々のコミュニ
ケーションが「枝」のように広がっていくと
いうイメージから考案された造語である。

2）同実験の結果については，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，浜口
ほか「VOD と番組レビュー SNS を組み合わ
せたサービスにおける視聴行動の変化」経営
情報学会秋季全国研究発表大会，E1-2，2010 
年 11 月など参照。

3）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，小川浩司・村上圭
子・渡辺洋子「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〜」本誌 2011
年 9 月号を参照。

4）書き込み率…番組再生 1 回当たりの書き込み
件数。

5）前掲「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〜」を参照。
6）シンポジウム「VOD・SNS 時代の“テレビ”

と“テレビ視聴”」は，2012 年 4 月 19 日（木）
千代田放送会館にて開催。パネリストは，コ
ミュニケーション・ディレクターの佐藤尚之
氏，株式会社フジテレビジョン クリエイティ
ブ事業局 IT 戦略担当局長の塚本幹夫氏，東海
大学文学部教授の水島久光氏。

7）facebook が米証券取引委員会に提出した申請
書によると，利用者数が全世界で 9 億人を突
破した（日本経済新聞 4 月 24 日付。http://
www.nikkei.com/article/DGXNASGN2401A_
U2A420C1000000/）。 米 twitter 社 が サ ー ビ
ス開始 6 周年を機に発表した数値によると全
世界の利用者（アクティブユーザー）が 1 億
4,000 万人（http://blog.twitter.com/2012/03/
twitter-turns-six.html）。

8）instagram…写真に特化したスマートフォン
向け SNS アプリケーション。写真を様々に加
工できるのが特徴。設定すれば他の SNS にも
同時に投稿することができる。2012 年 4 月，
facebook が買収を発表。

9）pinterest…ボードに好きな写真をピンで留め
ていく感覚で利用できる写真共有 SNS。女性
を中心に利用者を伸ばしているアメリカの企
業だが，2012 年 5 月，楽天が資本参加した。


