2013年 春の研究発表とシンポジウム

ソーシャルパワーがテレビを変える
メディア研究部

関谷道雄 / 村上圭子

市民による情報の発信・共有・拡散の動きは，ソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下 SNS）の普及
などにより，今や社会や政治を動かす大きな原動力となりつつある。こうした力を，NHK 放送文化研究所では
“ソーシャルパワー”と名付け，これが「放送局→視聴者」という，これまで長らく一方向のコミュニケーション
モデルを構築してきた放送局やテレビメディアそのもののあり方を大きく変えていく可能性があるのではないか，
という問題意識のもと，シンポジウムを企画した。本稿はその採録である。
シンポジウムではまず，SNS を活用した取り組みに力を入れる日本テレビと NHK が，具体的な取り組み内容
とその背景にある問題意識を提示した。次に，こうした放送局による取り組みも含め，視聴者が SNS を活用し
ながらどのようにテレビを見ているのか，その実態を世論調査，ネット調査，オンライングループインタビューの
結果から報告した。こうした事例や報告をもとに，ネット事業者や SNS に詳しい研究者を交え，ソーシャルパ
ワー時代に求められる放送局やテレビメディアの役割について，論点整理を行った。

ビとSNSとの関係性の深まりを示すソーシャル

はじめに

化に注目したのは，このソーシャル化がテレビ

2013 年，テレビは放送を開始して60 年を迎

固有の現象ではなく，社会全体を大きく変える

えた。人間でいえば還暦である。これまでの人

根本的かつ普遍的な現象であると考えたから

生を振り返り，新たな一歩を踏みだそうという，

である。

この節目の年のテレビを考えるシンポジウムに

パネリストとしては，まずテレビ局側は，独

NHK 放送文化研究所が選んだテーマは，
「ソー

自のアプリ開発などでテレビのソーシャル化を

シャルパワーがテレビを変える」であった。

牽引している日本テレビと，バラエティーから

ポスト地デジ化のテレビのこれからを巡って

ニュースまで多様な番組において SNS 連動に取

は，マルチデバイス化の進展に伴い様々な方

り組むNHK。ネット事業者としては，ソーシャ

向性が模索されている。また，これまでのテレ

ル化をシステムの前提として組み込んだコンテン

ビに付加価値をつける高画質化や，放送通信

ツプラットフォームサービスとして急成長するニ

融合サービスの1つの具現化ともいえるスマー

コニコ動画，そして，マスメディアとネット上の

トテレビ化については，国が成長戦略と位置付

コミュニケーション双方に詳しい研究者の計 4

け，関連する業界あげての取り組みが進行中

人に登壇いただいた。

である。こうした様々な動きのなかでも，テレ
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本稿は，シンポジウムの採録である。議論

の内容を，1. 模索を続けるテレビ局，2. テレビ

という意 味で す。 例えば 私 たちが 開 発した

×SNS の実態，3. ソーシャルパワー時代のテ

JoinTV 1）というシステムを使うと，テレビ視聴

レビの役割，の大きく3 パートに分けて再構成

したログを外に持ち出しコンビニでかざすなど

し，2. では，シンポジウムに向けて行った 3 つ

オフライン活用が可能です。こうした基盤をど

の調査報告も紹介する。これらを通じ，ソー

う活用していくか。

シャルパワー時代におけるテレビ局やテレビメ

また，wiz tvというスマホのアプリも開発し

ディアのあり方を考える上で何がポイントとなっ

ました。これは，各局の Twitter の盛り上がり

ていくか，論点を整理したい。

がグラフ化されたり，コメントの内容が番組情
報と共に見られるものです。今後は音声認識

＜パネリスト＞
若井真介 （日本テレビ編成局
メディアデザインセンター長）

桑原知久（NHK 編成局デジタル編成主幹）
杉本誠司（ニワンゴ社長）
鈴木謙介（関西学院大学准教授）
司会：塩田幸司（文研メディア研究部長）

の仕組みも活用し，テレビ視聴のプラットフォー
ムに進化させようと考えています。
せちがらい話になりますが，テレビの広告は
現在ほぼ 1兆 7,000 億くらいで横ばいです。イ
ンターネット広告が伸びていった場合，これに
そのまま奪われるのではなく，私たちもネット
に参加しネット広告に流れる広告費を回収す
る。そういうトータルに一気通貫で設計するメ

1. 模索を続けるテレビ局

ディアデザインを考えたいと思っています。
桑原：私たちは今，

若 井： テレビは同時に 1 億人 以 上に情 報を

危機 感を持ってい

投げ込む力を持っています。今，その周りの

ます。 テレビ 画 面

LINE や Twitter などで「バズ」という現象が

を受 動的に見て頂

起きています。私たちが今，取り組むべきは，

い た 幸 せ な 60 年

バズを起こすだけでなく，何らかの形で回収・

は終わりました。今

利用するための，テレビ，スマホ，SNS を循環

はテレビの前でスマ

させる「エコシステ

ホやタブレットを持

ム」の構築です。

ち，メールがくれば

最近 O to Oとい

テレビは消す，そん

う言 葉を聞きます

な時代になったと感じています。そうした視聴

が， 私たちはO to

者の流れをある意味で止める方向性，テレビも

O to O（O2O2O）

案外捨てたもんじゃないということを，ソーシャ

に取り組 んでいま

ルに関する 3 つの方向性の取り組みを通じ行っ

す。 これは造 語で

ています。3 つとは，①視聴者と共に作る，②

「Onair to Online，

コアな番組ファン作り，③リアルタイム視聴の開

Online to Offline」

拓，です。
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福祉番組の統合サイト「ハートネット」は①

ているのかよく分からないものに対しては，あ

の代表例です。貧困の拡大，発達障害，子ど

る特定の人が非常なロイヤリティを持ち，そこ

もの虐待など，テーマ毎に数多くの分量の長い

に執着するようなマーケットが生まれてきます。

書き込みがされていて，これを番組制作に活用

しかし，それだけでは個々のコンテンツやセグ

しています。今はディレクターの取材だけでは

メントに対するマーケットサイズは小さい。だか

複雑な社会を捉えることができない時代です。

らいかにこうしたものを増やし，また顧客単価

ソーシャルやネットなどから提供される情報に

を上げていくか。

よって現実を間違いなく捉えられています。
③については，今後はクイズ番組だけでな

ロのマーケットと対比して見ていくことも，今の

く，色々な手法を活用し，通信を通じ私たち

時期だからこそできることでしょう。それぞれ

の番組を知って頂き，リアルタイムに番組を楽

のセグメントに対するKPI（Key Performance

しんで頂くことを心がけていきたいと思います。

Indicator「重要業績指標」）的な指標を作った

杉本：ここまで聞い

り，どこにバランスがあるか分析し，そこに対

ていて，本来，最初

してどの事業者と組んでいくのか，などをイメー

にテレビが持ってい

ジ図や設計図にすると，可視化されていいと思

た機能 性や役 割が，

います。こうした面でテレビ局と我々が話し合

ソーシャル の 機 能，

い，協力しあえる土壌はあると思います。

ネットワークやエンジ

鈴木：テレビ局にこうした話を伺うと，まずは

ニアリングによって，

実証実験を行い，取り組みがあって…という話

また回帰し始めてい

が多いのですが，いつまで第 1 歩をやっている

るような気がします。

のかなと思います。本来なら第 1 歩があれば第

これはポジティブな

2 歩があり，第 3 歩もあるはず。しかし，ビッ

感想です。

グピクチャーのなかで，今が戦略の何段階目な

一方で課題もあります。例えば，JoinTV で
2）

エヴァンゲリオンのヤシマ作戦 に参加した人

のかが一向に見えてきません。
例えば，テレビとスマホを連動する，という

は約 9 万人です。実際に見た人は 100 万人以上

企画をよく見ます。

いるのにです。これは，従来テレビ局として求

スマホのカメラでパ

めていた 100 万人，1,000 万人レベルのマーケ

シャッと撮ると，撮

ティングサイズからするとすごく落ちます。これ

影された画 面に占

をどうビジネスに変えるか。

いが出るとか， ボ

ニコニコ動画でもまったく同じことが言えま

タンの連 打などに

す。当たり障りのないものには，それなりに人

よる番組参加とか。

が集まります。しかしロイヤリティが高くなく，

でも， テレビが な

3）

プレミアム会員 にもなりません。
逆に，非常に違和感があったり，何をやっ

4

こうしたミクロのマーケットをテレビ局のマク
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くてもできることで
す。 そ れをテレビ

の前に座ってやることにどのくらい意味がある
のか。また，番組の盛り上げや視聴融合だけ
がソーシャルメディアの役割だろうかという疑

報告

テレビ×SNS の実態調査から

問もあります。例えば，NHKの「ハートネット

メディア研究部

小川浩司

TV」。こういう方たちの声をすくい上げる話と，
テレビ連動でスマホを連打する話は，デバイス
や，ソーシャルメディアを使う意味では同じか
もしれませんが，同じ話として扱っていいのか，
と思います。
また，リアルタイムでの視聴誘導という点に
ついては，例えば事前にネットにリークする舞
台を作って情報を流し，
「あるらしい」とRT（リ
ツイート）させるというような方法をとらざるを

はじめに
SNS 利用者のテレビ利用実 態を探るため，

得ないでしょう。こうした，いわゆるメディアに

NHK 放送文化研究所ではシンポジウムにあわ

よる世論誘導のようなことを放送局が行うこと

せ 3 つの調査を実施した。調査報告の前提とし

が公共メディアとして許されるのか。個別にみ

て調査の対象となるSNS 利用者とテレビとの関

ると現在の取り組みは楽しく，今，テレビが置

係性について見ておく。

かれた現状を考えると，その取り組みに至るま

まず，全体のなかに一定程度，SNS 利用者

でに多くの苦労があったことも分かりますが，

が存在する。そのなかに，SNS で「テレビに関

とはいえ，果たしてその先に未来があるだろう

連した情報や感想」を読んだり書いたりする人

か，という不安がムクムクと頭をもたげてくるの

がいる。

です。

「世論調査」では SNS 利用の全体像をつか
み，次に SNS 利用者を対象にウェブ調査を実

2. テレビ×SNS の実態

施した。その上で，SNS でテレビに関連した読
み書きをする人を対象に「MROC」というネット

パート2 では，シンポジウムに合わせて行っ

上でのグループインタビューを実施した（図 1）。

た SNS に関する3 つの調査結果を報告し，そ

ここでは，①世論調査，②ウェブ調査，③

れを踏まえて議論を行うスタイルで進行した。

MROC，のそれぞれの調査 結果を報告する。

世論調査でまず SNS 利用の全体像をつかみ，
次に SNS 利用者に対するウェブ調査でテレビ
視聴とSNS の実態を探った。さらにその中か
ら，SNS でテレビに関する読み書きを行ってい
る人たちに対しMROCと呼ばれるオンライング
ループインタビューを行い，テレビ局に対する意
見などを聞いた。まず調査結果を紹介する。

図1

全体
SNS 利用

調査の対象

世論調査（2013 年 1 月）
ウェブ調査（2013 年 1 月）

テレビ関連

MROC（2013 年 2 月）
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なお，今回のそれぞれの調査では，より絞り

たこと」をSNS で読んだり書いたりする人はど

込んだ形で SNS 利用者を特定し，その特 徴

れくらいいるかを見てみたところ，週 1日以上，

を浮き彫りにするため SNSを幅広く定義せず，

テレビに関連した情報や感想，意見をSNS 上

mixi，Facebook，Twitter，LINEなどのサー

で読んだり書いたりする人は全体の 8％だった。

ビスをSNSとした。

日常的なSNS 利用者全体が 22％だったことか
ら，その半分以下ということになる。

【世論調査】

このうち，書き込みをする人だけを見ると，
3％だった（図 3）。

世論調査の概要は以下の通りである。

「月に1〜2日」を含めても5％と，SNS にテ

調 査 期間 ： 2013 年 1 月 11 ～ 27 日
調 査方法 ： 個人面接法

レビ関連のことを「書き込む」人は，ごく一部

調 査 対 象 ： 全国の 16 歳以上の男女

の存在であることがわかる。

調 査相手 ： 住民基本台帳から層化無作為

図3

		 二段抽出の 2,094 人

テレビ関連の SNS 読み書き

8%

調査有効数（率）： 1,430 人（68.3％）

【読み書き】

32 3

週 1 日以上の SNS 利用者は 22％

13%

77

2

3%

最初に，どのくらいの頻度で SNSを利用して

【書き込み】

12

いるのかを示す（図 2）
。

18%

77
（n=1,430）

2

「毎日のように」が 14％，
「週に 3 〜4日」，
「週

毎日のように
週に 3〜4 日
週に 1〜2 日
月に 1〜2 日
ほとんど・まったくしない
SNS 非利用・わからない

に1〜2日」 が いずれも4％。「 月に1〜2日」
が 2％。「ほとんど・まったくない」
，
「わからない」

年層別に見てみる。テレビに関連する情報に

は，あわせて 77％だった。

ついて週 1日以上，日常的に「書き込む」人は，
図2

16 歳から29 歳で12％と全体を上回った（図 4）。

日常的な SNS 利用者

わからない
3%

30 歳代以上の年層では，週 1日以上，日常的

毎日のように

に「書き込む」人は全体と差がなかった。

ほとんど・
まったくない

週に 3〜4 日 4%

14%

週に 1〜2 日 4%
月に 1〜2 日 2%

ほとんど・
まったくない
74%

図4

SNS でテレビ関連を「書き込み」

3%

全体

12

18%

SNS

77

ほと
（n=1,430）

2

週 1日以上の頻度で利用する人を日常的な利
用と考えた場合，22％が日常的な「SNS 利用
2009
年
者」と考えられる。
32%

62

5

1
次に，SNS 利用者のうち，
「テレビに関連し

2010 年

38

57

4
1

6

大きく変わってほしい
あまり変わってほしくない
JULY
無回答

ある程度変わってほしい
まったく変わってほしくない

2013

12%

16〜
29 歳
無回答

23 7

月に

週に
9%

45

34

（n=201）
まったく変わってほしくない
あまり変わってほしくない
毎日のように
週に 3〜4 日
週に 1〜2 日
月に 1〜2 日
ある程度変わってほしい
ほとんど・まったくしない
SNS 非利用・わからない
大きく変わってほしい

週に

毎日

テレビを見ながら週1日以上 SNS は 9％

調 査 対 象 ： 調査会社の登録モニター
		（関東地区1都 6 県の16 ～59 歳）

次に SNS 利用者のうち，テレビを「見ながら」
SNSを利用している人たちがどの程度いるか見

調 査相手 ：	テレビ視聴と SNS 利用が週 1

てみる。これは，テレビを見ながらSNSを利用

日以上の 4,124 人

している人たちで，必ずしもテレビに関連した
情報をやり取りしているとは限らない（図 5）。
図5

テレビ 視 聴とSNS 利 用 が 週 1日以 上の人

テレビと SNS の関係性

全

4,124 人のうち，テレビを見ながらSNSを利用

体

する人は 2,038人だった。このうち，読み書き
する内容はテレビを見ながらでも，視聴中のテ

SNS 利用

テレビを
見ながら

視聴中のテレビに関連する読み書きは 36％

レビとは関連のない内容を読み書きしている人
が 64％だった。

テレビ関連

一方，視聴中のテレビ番組と関連する内容に
「毎日のように」が 5％，
「週に 3 〜4日」
，
「週
に1〜2日」がそれぞれ 2％で，週 1日以上，日

ついて 読み書きしている人は，およそ3 分の1
の 36％だった（図 7）。

常的にテレビを見ながらの SNS 利用は 9％だっ

図7

た（図 6）
。さらに年層別に見てみる。16 歳から
29 歳の若年層で 32％と全体を大きく上回った。
図6

36%

5 22

13%

（n=1,430）

6

6 5

29

34
（n=201）

毎日のように
週に 3〜4 日
週に 1〜2 日
月に 1〜2 日
ほとんど・まったくしない
SNS 非利用・わからない

【ウェブ調査】
ここからは，テレビ視聴とSNS 利用の関係
性をより深く見ていくためにウェブ調査の結果
を見てみる。
ウェブ調査の概要は以下の通りである。
調 査 期間 ： 2013 年 1 月 30 ～ 31 日
調 査方法 ： インターネット調査

33

59

41

SNS 非利用・わからない
37

77

32%
20%

64

67

20 歳〜24 歳

1

16〜
29 歳

体

16 歳〜19 歳 *

テレビを見ながら SNS 利用

9%

全体

全

テレビを見ながら読み書きする内容（年層別）

25 歳〜29 歳

63

ほとんど・まったくしない
33
30 歳〜34 歳
月に 1〜2 日

67

35 歳〜39
歳日
週に 1〜2

32

68

週に 3〜4 日
40 歳〜44
歳

30

70

31

69

毎日のように

45 歳〜49 歳
50 歳〜54 歳

25

75

55 歳〜59 歳

24

76

視聴中のテレビに関連する内容について
視聴中のテレビとは関連しない内容について
（n= テレビを見ながら SNS で読み書きする人 2,038 人）
＊16 〜 19 歳は 100 人未満のため参考値

若年層に広がる SNS 利用のテレビ視聴
さらに年層別に見てみる。100人に満たない
ので参考値ではあるが，16 ～ 19 歳が視聴中の

JULY 2013

7

テレビに関する内容について，読み書きするの

さらにテレビ局，番 組との双方向コミュニ

は 67％に上る。また，20 ～ 24 歳も59％といず

ケーションについて見てみる。SNSを通じてテ

れも全体を大きく上回り，20 代前半までと25 歳

レビ局や番組に感想を言ったり，クイズなどに

以上の年層で，傾向が大きく異なっている。

参加した経験がどの程度あるか，たずねたとこ

若年層では，SNSを活用したリアルタイムで
のテレビの楽しみ方が広がっていることがうか

ろ，
「よくある」という人は 2％，
「ときどきある」
と答えた人とあわせても13％だった。
一方で，
「あまりない」が 25％，
「まったくない」

がえる。

3 割が SNS 通じて番組をオススメ

が 63％で，この2 つをあわせると88％と9 割弱
となった（図 10）。

次に，SNSを通じて，番 組をほかの人に勧
めたり，参考にするかどうかについてたずねた。
これは SNS でテレビ関連の情報や意見を読ん
だり書いたりする人 1,942人を対象とした。

図 10

SNS を通じて番組などに意見や感想を言ったり
クイズなどに参加した経験
よくある 2%
ときどきある

まったくない
11%

その結果，SNSを通じてほかの人たちにテレ
ビ番組を勧めたことがある人は，
「よくある」
，
「と

63%

25%

あまりない

きどきある」をあわせて 32％とおよそ3 割だった
（図 8）
。
図8

よくある
4%

まったくない

ときどきある

29%

28%

【MROC】
MROC はマーケティング・リサーチ・オンラ
イン・コミュニティの略で，比較的長い期間に
ネット上のグループインタビューを続けることで，

39%
あまりない

より詳しい生活実態をつかむことを目的にして

（n＝テレビについて SNS で読み書きする1,942 人）

いる。今回は，テレビとSNSを組み合わせた

また，SNSを番組を見る・見ないの参考にす

視聴者の利用実態はどういうものなのか，さら

るかどうかとたずねたところ，
「よくある」
，
「と

に掘り下げるために行った。調査の概要は以下

きどきある」をあわせると，57％と6 割弱だった

の通りである。

（図 9）
。
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調 査 期間 ： 2013 年 2 月 12 ～ 26 日

SNS を番組を見る・見ないの参考にするか
まったくない

よくある
9% 7%

34%

ときどきある
50%

調 査方法 ： ネット上の対象者からコメントを
		 収集する調査
調 査 対 象 ：	調査会社の登録モニター（関東
		 地区 1 都 6 県の 16 ～ 59 歳）
調 査相手 ：	テレビ関連の読み書きをする
		 SNS 利用者 80 人

あまりない
（n＝テレビについて SNS で読み書きする1,942 人）
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（n＝4,124 人）

SNS で番組を勧めた経験
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今回は，調査相手となった 80人の協力者の

表１
番組

A さんが書き込んだ番組一覧

Ａさんの「書き込み内容」

「他の人からの反応」⇒Ａさんの感想
「ここの食べたことあるよ～，おいしかった！」
⇒知ってる人はいるものだなと，SNS すごい！

シルシルミシル サンデー SP 「ここの丼 美味しそう」
日曜劇場とんび

（野球延長で待たされて…）
「やっと始まった～，凄く感動」

「やっと始まったね」など，同調の反応。

東京マラソン

「来年は参加したい」

「イイネ！」など数件
⇒同様のつぶやきもあって興味深かった

ペケポン

「壇蜜さん いろんな番組に出てますね」

「○○おもしろい」「○○嫌い」
⇒人気タレントも人によって好き嫌いあるなぁ

サッカー中継  広島 VS 柏

「ナイスシュート！惜しい！」（実況）

なかから際立った特徴が見られた 3人を紹介
する。

テレビと SNS で多くの人と繋がりたい
20 歳，主婦，A さん
まず最初のＡさんは，20 歳の主婦。出産し
たばかりなので，ほぼ 1日中在宅している。
Facebook, mixi, LINEと使い分けているが，

⇒書き込みに夢中になって本末転倒（見逃し）になる
こともしばしば

こうした繋がりから生まれる多くの反応を楽
しみながら，テレビとSNS の組み合わせを楽し
んでいる様子が伝わってくる。

ネタ探しは広く，ツボにはまれば熱く
24 歳，学生，X さん
2人目のXさんは，24 歳の男子学生。常に，
アイフォンで Twitterを流し見しながら気になる

特にTwitter のフォロワーは 500人以上と，多

情報や盛り上がれる話題があると即座につぶや

くの人と繋がっている。

いたり，他人の感想を眺めたりしている。

趣味が似た人をフォローして，ほとんど毎日，
SNS で実況しあって，テレビ番組を視聴してい
る。
今回の調査では，テレビを見ながらSNSを
どのように活用しているか，日誌をつけてもらっ

例えば，クラシック音楽の中継で，演奏が
「崩壊」している，と話題になるとすぐに飛び
ついたり，多くのつぶやきが寄せられた東京マ
ラソンでは，芸能人と一般参加者との扱いの
違いで盛り上がりがあったという。

た。表 1 は，2月下旬のある3日間にＡさんが書

そしてもう1つ，お祭り状態になったのがあ

き込んだ番組。多くの番組について書き込み，

るアニメ番組。2月下旬，民放のアニメ番組で，

その反応を楽しんでいることがわかる。

放送当日に監督自ら，
「今日の放送，すべて直

例えば，番組で紹介された丼を「美味しそう」
とつぶやけば，すぐに「ここの食べたことある，
おいしかった」と反応があり，
「SNS はすごい」
と評価している。
野球延長で放送を待たされたドラマでも，開
始と同時に同調の声が届く。時には書き込みに
夢中になって番組を見逃すこともあるという。

します」と「放送内容の謝罪」が SNS 上で流
れると，多くの反応が起きた。
するとXさんもすかさず参加。テレビにかじ
りついて，
「どこがおかしい？」
「どうしてこんな
ことが起きるの？」と，感想を次々に書き込み，
仲間と大いに盛り上がった。
これは，いわゆるテレビ局の「中の人」
（関係
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者）の謝罪で，逆に注目が集まった。
話題作りのため，いわゆる“炎上マーケット”

一方，硬派の番 組では国会中継も視聴し，
「書き込みの流れを見てると面白い」と，放送

を意図的に仕掛ける例もあるというが，Xさん

では絶対流れないであろう書き込みを眺めなが

も「作画崩壊と聞き，話の筋そっちのけで鑑

ら，テレビとSNS の組み合わせならではの楽し

賞 ・実況してしまった」と，テレビから派生し

みを見出している。

た話題を SNS 上で楽しんでいる様子がうかが

また，視聴者からの書き込みが画面に表示
される仕組みのBS 討論番組では，
「自分も参

える。

硬軟どんな番組もアクティブに
29 歳，主婦，P さん

加しようとSNS で意見を送りました」が，途中
で「バカバカしくなって参加をやめ」たという。
その理由は，画面に表示される意見が「同じ

最後は，SNSを使いこなすことで，どんな番

アカウントのものばかりなのに気付き」，
「放送

組も積極的に楽しむ子育て中の主婦，Ｐさん，

局の気に入った意見しか選ばれないの？」と

29 歳。

思ったからだという。

テレビの前にパソコンを置いて，Twitterを

テレビとSNSを楽しみながらも，テレビ局の

実況用に，Facebookを放送後の書き込みにと

SNS 活用に一定の距離を保つリテラシーの高さ

使い分けている。また，つぶやきが盛り上がっ

を自然と身につけているように思われる。

ている番組が一目でわかるテレビ視聴アプリも
使いこなすことで，番組選択に活用している。
さらに，いわゆるやわらかい番組としては，

3 つの調査のまとめ
世論調査からは，テレビに関するSNS の利

ごはん系番組でナポリタンが紹介されると「無

用は，若年層を中心とした1割未満で，一部の

性に食べたくなって作ってみた！」と写真つきで

存在だということがわかった。

投稿もしている。
また，ウェブ調査からは，テレビを見ながら
SNSを利用している人でも，テレビと関連した
情報の読み書きは 3 割にとどまることが見えて
きた。テレビ×SNSと言っても，テレビと繋がっ
ている人は現状ではそう多くはない。
そして，テレビとSNSを組み合わせて楽しむ
人たちは，番組をネタに SNS で盛り上がった
り，SNS の盛り上がりをきっかけに番組を視聴
したりと，こうした循環を積み重ねながら，こ
れまでにない新しい視聴スタイルを「獲得」し
始めていることがうかがえる。
P さんのテレビ視聴環境
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● SNS ユーザーの裾野は広がるか？

杉本：鈴木さんがおっしゃったように，時間が

司会：ここからは調査結果を振り返りつつ議

かかると感じています。ニコニコ動画も，今で

論を進めます。国民全体のうち SNS を週 1 日

こそ皆さんに「あ，ニコ動ね」と言われます

以 上利用するのは

が，ここまで来るのに 5 年ほどかかっています。

22％， テレビに関

それまでは動画の上にコメントが載る，ニコ動

して SNS を活用す

的なものはこの世にありませんでした。そして

るという人は 8％で

JoinTV などで行われている動画を見ながら言

した。 さらに書き

葉を交わす，というのはようやくある程度の認

込みまでするという

知が始まったレベルです。

人は 3 ％。 鈴 木さ

一方で，グラフだけ見ると，例えばニコニコ

んはかなり以前か

動画ユーザーの年代別統計は，40 代までが 8

ら SNS 連動のテレ

～ 9 割を占めています。40 代以上はスーパーマ

ビ・ラジオ番 組に

イノリティ。僕もマイノリティです（笑）。統計結

出演されていましたが，SNS 活用の裾野は広

果の理由として考えられるのは，ネイティブと

がってきたとお感じですか。

ネイティブの間に引かれている線です。例えば

鈴木：裾野はまったく広がっていません。

僕が社会人になった当初は，携帯電話，ネッ

様々な社会調査でも，ネットにおける行動は，

トのメールは普及しておらず，非接触で人と話を

多くて全体の1割がコアターゲット層，若年層 3

するのは電話，手紙に限定されていました。今

割というのがここ10 年ぐらいのパターン。この1

の，SNS 的なコミュニケーションなど思いもよら

割 3 割はしばらく動かないと思います。

ない。SNS でやりとりする若者たちは「コミュニ

テレビ放送を開始した頃は，皆さん，お茶

ケーション不全をきたしている」と批判されるこ

の間で正座してテレビを見ていました。テレビ

とがありますが，コミュニケーションの形が変

を付けっぱなしに「ながら視聴」するスタイル

わってきているだけのことなのです。

が当たり前になるには，何十年もかかりました。

そして，日本の人口比率を見ると，39 歳ま

そして今僕たちは，スマホの画面を見ながら番

でと40 歳以上は 3：7。つまり，この数字は調

組を見て，そこに何か感想を書き込むという，

査 結果 の「SNS 非 利用・わからない…77％」

これまでやったことのないスタイルをやろうとし

（世論調査「テレビを見ながらSNS 利用（若年

ています。これが当たり前になっていくとして

層）」）には反映されていると言えます。ですか

も，人間の身体性の限界を考えると何十年もか

ら，アクティブに使っている人の実態を見るに

かるでしょう。それにもかかわらず，デバイスは

は，77％の部分を考える必要はありません。

どんどん変化しています。そのため，使えない，

司会：ということはつまり，裾野は広がる可能

使いこなせない，ついていけない状態の人が増

性があるということでしょうか。

えていくことも考えられます。だから，
「こういう

杉本：あきらめなければ可能性はあると思い

視聴スタイル，当たり前だよね」という形で単

ます。とはいえ，企業の新陳代謝性や成長性

純に広がっていくものではないと思います。

といった観点で考えると，それに耐えてやって
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いけるところがどれだけあるか，という課題は

通常はあまりテレビを見ていないけれど，テレ

あります。

ビを見る時には集中し，もう1 個のチャンネル

司会：次に，テレビを見ながら SNS で読み書

で友達とリンクをしながら視聴を楽しんでいる。

きする人たちが実際に何を書いているか，とい

自分たちの会話軸のなかに，自然にテレビコン

うデータです。実際に観ているテレビの内容に

テンツを取り込んでいる傾向がうかがえます。

ついて書いているのは 36％。つまり 64％は，

乱暴な言い方ですが，いったん25 歳以上を

テレビの内容とは関係のないことを書いている

切り捨て，若年層向けに，視聴に集中できて，

という結果です。

かつ友達とSNS でやりとりもできるという，か

若井：正直にいって，テレビについて書いてく

け合わせたコンテンツを提供するのです。まず

れている人が 36％もいるのだということに驚い

そうした方法で彼らの時間をちゃんと奪い取る

たぐらいです。もっと少ないと思っていました。

という戦略を立てるというのはあり得ると思い

そして，現在の C（Child），T（Teen）などの

ます。

層が，スマホを持ったまま大人になっていきま

司会：少し希望が出てきた気がします。

すから，緩やかにある程度伸びていくだろうと

杉本：いやいや，今の話を聞いて「そうだね！」

思っています。

と思った人はまずいですよ。言う前に思ってい

また，スマホではありませんが，インタラク
ティブという意味ではデータ放送があります。

鈴木：杉本さんのお話は，
「世代効果」
（コー

押下率も参加者数も増えています。こちらの演

ホート効果）です。これからこういう層が広がっ

出がだんだん分かってきたのと，赤，青，黄色，

ていく，という話です。しかし「加齢効果」と

緑と仕組みも単純だからでしょう。若年層に限

いう逆の話もあり得るわけです。

らず伸びているのがポイントです。テレビ局側

12

ないと…。

今，我々の社会人としてのワークスタイルは，

もある程度仕掛けていかないと，若年層以上

どんどんバラバラになっています。 8 時に帰宅

の人たちの利用は伸びていかないと思っていま

し，毎日テレビが見られる人はほとんどいませ

す。

ん。僕の大学でも，学生の頃は一生懸命ソー

杉本：視聴中に SNS でテレビと関係ないやり

シャルメディアを使って毎日テレビについて書

とりをしている人が 64％ぐらい，その程度はい

き込んでいたのが，就職したらぱったりやんで

ると思うし，事実自分もそうです。では，どう

しまいます。

すればテレビに引っ張り込めるのか。このヒン

逆に子どもたちは，統一されたワークスタイ

トは，
「テレビを見ながら読み書きする内容（年

ルのある数少ない世代です。マスのサイズとし

層別）
」の問いに対し，しっかりと引かれた，

て動けるわけです。この子どもたちが社会人に

24 歳から 25 歳の間の落差にあると思います。

なり，家に帰ってテレビを見るヒマがなくなった

これは仮説ですが，25 歳以上の人はテレビを

時，何か話題になっていることをチェックする

ながら見する習慣があり，なおかつ，色々と生

のに，スマホなどのソーシャルメディアを使い，

活が多様化している。完全に時間が 2 つに分

「Twitterで流れているからそれでテレビ見た気

かれています。一方，16 歳から24 歳の若年層は，

になればいいや」となる可能性も，仮説として
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はあり得ます。
これが加齢効果なのかコーホート効果なの

では，1,970 万回のイィボタン4）が押されました。
気楽で，別に押しても押さなくてもよく，ただ

か，その下からの世代はみんなそうなのか分か

なんとなくその時間を共有するというもので，

りません。そもそも僕らが生きている日本社会

視聴者同士の仲間意識がどうのこうの，という

が，すでに大人になったらテレビを見られない

ほどでもなく，一瞬の共感のかけらだけです。

ような社会になっているかもしれません。男女

ボタンを押すハードルも低く敷居も低い。この

差もあるでしょう。今回のデータに出てきてい

ように，裾野を広げるような手法は，広がって

ませんが，多くのデータで，男性よりも女性の

きていると思います。そのあたりに可能性を見

ほうが多くテレビを見ていて，テレビについて

つけられないだろうかと，思っています。

コミュニケーションをするということが明らかに

若井：鈴木さんがおっしゃった今の日本人のラ

なっています。こうしたことも，これからどの程

イフスタイルの状況は確かにあると思います。

度変化していくのか，いかないのか分かりませ

加えてもう1 つは，やはり全録 5）の時代が来て

ん。

いるということです。こうした時代にどう我々

そして，僕はこうした，マスのなかのどのくら

が対応するかも課題でしょう。
「おもしろい番組

いの人が，と考えるのと同じくらい，コアのどう

あったよ」というのが分かればアクセスしてくれ

いうターゲットに番組を向けていくか，その際，

ます。NHK オンデマンドは有料ですが，無料

そのコア層のライフスタイルは，いつ帰宅してリ

モデルの BBC の iPlayer などの発想も日本で

モコンを，もしくはスマホを持つのか，といっ

そのうち起きてくると思います。そうしたなか，

た細かいところまで知った上で作り込んでいく

なるべくリアルタイムのテレビ視聴を前提に，
「こ

という作業が必要になるだろうと思います。

んな番組がある」「こんなことがある」という気

司会：コアとされる若年世代の人たちがこれか

づきを提供できる SNS ツールを考えていく必要

らどう変わっていくのか。NHK は「コアな番組

があるでしょう。我々もリアルタイム視聴をして

ファン作り」を 1 つの方向性に掲げている，と

くれないとお金になりませんから。気づきのきっ

いうことですが。

かけを作るツールとして SNS は有効だと考えて

桑原：確かにアクティブに番組のつっこみどこ

います。

ろを見つけておもしろいと思うことを文章で書

鈴木：コアに絡めて話をしますと，大集団のな

き，それを共有したいと考える層は，おそらく

かの 1 割というところをとっても，やはりサイズ

そう大きくは増えていかないだろうと思っていま

が小さすぎるのではないでしょうか。

す。ですので，我々テレビは，もう少しコアの

社会学の分野で，ラザースフェルドの「コミュ

周辺までウィングの幅を広げて，その周辺の人

ニケーションの二段の流れ」という話がありま

たちをどう巻き込み，テレビ視聴にどう戻すか

す。メディアの見方というのは，オピニオンリー

を考える必要があるのではないかと思います。

ダーの見方を，フォロワーが受け取るものです。

みんなで楽しみを共有するということがもっと

お茶の間の体験でいえば，野球を観戦している

気楽な感じでできるように。

とお父さんが，
「ここで交代だろう」と言うこと

2月に日本テレビと共同制作した「60 番勝負」

で，子どもは野球の見方を学んでいくわけです。
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これはお茶の間の重要な機能でしたが，視
聴の個別化により変化しました。先ほどの 40

司会：本日は会場から Twitter で意見を寄せ

歳以上の 7 割のうち，急速にテレビの見方が分

て頂いています。そのなかに「テレビ局が SNS

からなくなってしまった人が増えているのです。

を番組に活用する場合，編集を通じて掲載され

そしてこうした人たちは若年層のなかにも見ら

るわけで，都合のいいような無難なものが選ば

れます。テロップを出されても分からない，番

れるのだろうなと感じてしまいます」「視聴者同

組でどういうことが行われているのか理解でき

士の繋がりを維持させることをテレビ局自身が

ない，という人たちです。

意図しているようにも見えます」というご意見が

こういう層に対して，本来ならテレビの見方

ありました。オンライングループインタビューに

を教えるのが友達や家族でした。しかし今は

も同様の意見がありました。

そういう視聴スタイルがありません。ネット上で

桑原：NEWS WEB24 7）という番 組がありま

コミュニケーションしながら見ていても，なか

すが，この番組では Twitter に寄せられた意

なかテレビの見方は分かりません。

見を画面上に出しています。実際にたいへん多

一人でテレビの前に座らされて，テレビの見

くの意見が来るので，それをプロデューサーは

方が分からなくなっているおじいちゃん，おば

じめスタッフがチェック，選択しています。その

あちゃんと，高度な見方をしている1割ぐらい

ため，意図を感じるという趣旨のお叱りも頂き

の若者の間をなんとかして繋がなければなりま

ます。制作現場はこういう意見を非常に重く受

せん。だからこそ，コアを作るということは，

け止め，そして恐れています。結局，
「演出の

コアのオピニオンリーダーを作るということなの

都合で入れているんだよね」と受け取られ，距

6）
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● テレビ局による“編集”について考える

です。
「ファッサー」 というのはおもしろがると

離を取られた瞬間に，この番組は成り立たない

ころで，何がおもしろいか分からないけど，きっ

と思っています。

とこれはおもしろいに違いないと思わせること

そして，実は何を切ったかという編集の過程

が必要なのです。そうすればコアにウィングが

も，Twitter のサーバで，皆さん普通にご覧に

出てきます。ウィングをつなげず分断したままだ

なれるわけです，膨大なTwitter の書き込みの

と，このまま5％，10％の枠は超えられないと

中から大体時系列に沿って出していますから，

思うのです。

何が選ばれたかは，皆さんに分かるわけです。

若井：意見が合いました。私がコアと言ってい

そういうことも一応踏まえながら，現場では取

るのは，実はエヴァンゲリオンの見方を教えてく

り組んでいます。

れるエヴァンゲリストというか，伝道者のことで

若井：ある意味の検閲，とくに言葉に関しての

す。ファンから始まってファンが熟成してくると，

チェックは必要で，日本テレビもバランスをとっ

今度は「こうやって見よう」
「集まろうよ」という

た意見を掲載しています。僕自身は，どうなの

提案をしてくれるようになります。ファンがこうし

かなとは思いますが。ただこれは視聴者に透け

た人たちになってくれることと，それをなんとか

て見えるようではダメです。正直たいへん苦労

ネット上でつないで展開できないかと，考えて

するところではあります。

いるところです。

鈴木：杉本さんにお聞きしますが，ニコニコ動
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画は，一切そういうようなフィルターを事業者側

とできないことがあるという説明をしたほうがテ

からかけていませんよね。だからといって流れ

レビ局にとってはかえってよいかもしれません。

て不満が起きないか，というとそういうことは

放送には限りがあり，当然その全部は載せられ

ない。コメント欄で喧嘩も起きています。コメン

ないこと，そもそも放送法というのがあって…と

ト欄の喧嘩が見苦しくて視聴をやめるような動

いったところから話していけば，なるほど，と

画だってあるわけです。ただ，不満の声が出て

ユーザーも納得するでしょう。そうすると，不満

きたからといって，それに寄り添えばなんとか

も平定されていくこともあると思います。

なるものではないと思っています。ニコニコ動

鈴木：最も批判的な人間が最も熱心に見るとい

画はどうしているのですか。

う逆説があります。いちばん最後まで熱心に見

杉本：ここはテレビと違うところであり，使い

ている人は叩きどころを探している人だったりす

勝手の良さと言えると思いますが，ネットの場

るわけです。だからこそ，今，杉本さんがおっ

合には当然帯域というものに縛られていないの

しゃったような説得コミュニケーションがきちん

で，同じ番組を同時に 3 チャンネルでも 4 チャ

となされていると，そういう人が最も熱心なファ

ンネルでも公開していいわけです。ニコニコ動

ンになる可能性は十分にあるということですね。

画も YouTube も，似たような，あるいは同じ
動画が何本も上がっています。こうして，動画
を上げた人たちがそれぞれの居場所を確保し
ていくわけで，それが闘っている場合も当然あ

3. ソーシャルパワーとどう向き合うか
パート3 は，放送局は台頭するソーシャルパ

ります。

ワーとどう向き合うかについて，どのような戦

鈴木：全ての視聴者のコメントが全て 1 つの番

略を持つべきか，リスクとどう向き合うか，こ

組に統合されているというわけではなくて，番

れからのテレビ局の役割，の 3点について議論

組があり，そこに色々なコミュニティがあるとい

した。

うこと。つまり例えば 20 代のコメントしか流れ
ないようなセレクトが視聴者にできたりするとい

● どのような戦略を持つべきか

うことですね。

桑原：ソーシャルと付き合っていくことによって，

杉本：コンテンツがたくさんあるので，割り切っ

ステーションイメージを上げるなど様々な効果

ていえば，見ない，という選択肢を提供するこ

があるでしょう。しかし実際にやり出すと悩み

とも可能なわけです。これはテレビの理論とまっ

も出てきています。例えば NHK では地方局も

たく反するところです。

含めて Twitter が最新で 110 アカウントあるは

ただ確かに，どこまでがノイジーマイノリティ

ずです。数年前からの SNS の広がりの時流の

的な発言で，どのコメントについては真摯に受

なかで，発信しなければいけないと現場でどん

け止めるべきか，という見極めは難しいところ

どん立ち上げました。

ですね。無視してよい意見は無視したほうがい

しかし，私たちは本来，放送を作るために

いと思います。また，なんとなく成立している

お給料を頂いていて，それ以外のことは実は

状態より，きちんと議論をした上で，できること

想定していなかったわけです。そのため SNS
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に対する対応についても，がんばればある程度

のです。昔，水はただでしたが今はお金で買う

は乗り切れますが，なかなか継続的には続け

時代。それと同様，ネット上での会話にはお金

ていけません。そしてまた，そうしたものだと，

をください，という時代になったということです。

やはり視聴者にも見抜かれてしまいます。体制

このサービスの指向性は下から上です。そもそ

とお金のことをきちんとしたうえで，効果を見

も第一歩が違うわけですから，
提供しようと思っ

せるにはどうしたらいいか，という壁に今ぶつ

ているものも全く違います。

かっているところです。
司会：鈴木さんはシンポの冒頭で，放送局はビッ

います。美味しい料理を作るのがシェフでネット

グピクチャー，全体戦略を描く必要があるとい

はフロアマネージャー。お客様が求めているも

う話をされたと思いますが。

のをお聞きしたり，お勧めしたりしながら，シェ

鈴木：全体戦略について，2 点あります。ひと

フと一緒に美味しいものを作り，レストランでお

つは今の桑原さんの話にもあった，体制とお金，

客様に幸せなひとときを過ごして頂く。
「お茶の

お金と効果の話です。

間で良質なテレビを見る」という文脈における

これまでのところ，日本の企業全体が ITと

16

テレビはレストランのシェフと同じ役割だと思

ネットとテレビの関係です。

いうものを軽視し，詳しい人に任せておけばい

つまり僕の視点からすれば，テレビ番組はひ

いという発想でソーシャルメディアをマネージメ

とつの料理，つまり「商品」です。しかし一方

ントしてこなかったという大きな問題がありま

で，この商品にはメディアという要素も混在し

す。そのため体制は今までほとんど属人的で，

ています。そのため，番組の販促や宣伝といっ

熱心にやっている人のバーンアウトも現場で見

たところでも，自分たちのメディアを当てはめ

てきました。今後はきちんと次の人に引き継ぐ

て考えがちになっているのではないかと思いま

といった体制の作り方などを考えていかないと

す。多メディア化する今，一般的に考えるとあ

いけない状況だと思います。

らゆるメディアを使って宣伝戦略を展開したり

司会：杉本さんは，最近ではニコニコ生放送

告知に努めたりするというのが，商品を販売す

など，テレビ局に近い取り組みも行っています。

るプランナーの心意気であるにもかかわらず，

そうした立場から見て，テレビ局の SNS 戦略

テレビ局はネットというインフラを使ってはいる

についてどうお思いですか。

ものの，自分たちのメディアに限定して文脈が

杉本：我々はもともと放送事業者になりたかっ

進んでいるような気がしてなりません。今一度，

たわけでもコンテンツホルダーになりたかったわ

時代にあわせ，全体デザインを見直してもいい

けでもありません。Facebook や Twitter もそ

のではないかという感じがしています。

うでしょう。我々はコンテンツそのものを自ら生

若井：最初に私が申し上げた「エコシステム」

み出す力を実装していません。その代わり，
「お

というのも，イメージ的に同じです。また日テレ

茶の間」や「日常会話」をサービス化してお金

のメディアデザインセンターは外部のアライアン

を頂こうという，ちょっと変わった考え方なので

スも含めて，あらゆるところと組んでスポンサー

す。言ってみれば生業がないところから始めて

さんに提示してお金を稼ぐシステムを今，作って

いるから，ソーシャルのようなものを生み出した

いるところです。
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● リスクとどう向き合うか

のタイミングで商品に関して SNS で盛り上がら

司会：SNS に取り組んでいくうえで避けて通れ

れても，いきなり在庫調整できないので困る，

ないのが，
「炎上」などのリスクにどう対処する

つまり，テレビに流してものすごく話題になっ

か，という課題です。まずネット事業者である

てスーパーから商品が消えてしまい，入荷が滞

杉本さんからアドバイスを。

り，結果的に機会喪失が増えブランド名を落と

杉本：まず言いたいのは，皆さんのところで起

しただけになってしまった，というような場合

きているのは炎上ではありません。ご安心くだ

です。こういうタイプのものは普通なら「炎上」

さい。炎上というのは，嫌になって死にたくな

と言わないと思いますが，アンコントローラブ

るくらいの状態を言います。皆さんのところで

ルであるのは間違いないので，僕の定義では

起きていることは，若干気を悪くする程度のネッ

炎上です。

ト上の発言だと思います。それはネット上では日

3 つ目は「公共の場では許容できない話」で

常会話でしかありません。まずそのリテラシー

す。日常会話では許されていても公共空間の人

を身につけるところから始めたほうがよい気がし

の前でしたら怒られるようなことは電波にはの

ます。

せられないという，いわば普通の話です。

鈴木：SNS 活用の全体戦略に叶えば，ネット

以上のような事柄をどうコントロールしていく

上で批判が集まることは必ずしも炎上ではあり

かが「炎上」対策であって，単に自分たちのこ

ません。最近では「炎上マーケティング」とい

とを悪く言われたのは「炎上」ではありません。

う話も聞きます。昔の言葉で言えば「売名行為」

桑原：Twitter で言えば，この 1 年でも，世の

です。基本的にメディアというのは売名行為を

中で「炎上」と定義付けられたものは NHK 関

するものです。話題になれば炎上も OK という

係でもたくさんありました。いろいろなメディア

戦略だってとろうと思えばとり得ます。しかし，

の方に取材して頂いてはじめて「炎上」なのだ

今は批判やアンコントローラブルなものをオー

と思いましたが…。そういう意味では，
「そうい

ルシャットアウトという話になっています。

うのは炎上と言いません」という杉本さんの意

また，炎上の定義も見直す必要があるでしょ
う。炎上には 3 つの定義があると思います。
まず，
「大人の事情に関わる突っ込み」です。

見はものすごく心強く，それを改めて社内には
言いたいところです。
ただ私たちは Twitterなど SNS に乗り出し

きょう僕はぶっちゃけたことしか言っていないの

た瞬間からリスクがあることは分かっていまし

で，皆さん「ウッ」となったと思います。まさに

た。Twitter は私的なつぶやきのメディアです

この「ウッ」という感じになることを突っ込まれ

から，公的に出していてもどうしても出してい

るものです。様々なタブーや大人の事情があり，

る人たちの等身大の姿が見え隠れします。だ

視聴者の声をオープンにできない場合もありま

から「なんだ，こんないい加減な人が番組を

す。これらをどうコントロールするかは課題にな

作っているのか」と見られることもあります。

るでしょう。

そこに対し，ミニ炎上的にお叱りを頂くことも

2 つ目は，
「不適切なタイミングでの盛り上
がり」です。よくメーカーさんであるのは，こ

よくあります。ただやめることはできないし，
前へ出るしかありません。等身大の姿がお叱り
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を受けるのであれば，もっと背筋を伸ばし，
「こ

通信と放送の両方を合わせて見られるようにし

ういうふうに作っている」ときちんと説明でき

たい。手をこまねいていないで，放送側から通

るかどうかだけが，問われるのだと思います。

信のほうに入っていくことも必要だと感じます。

鈴木：番組については審議会があり，外部の

それは必ずしもTwitterにバズしてもらうという

委員を入れて意見を伺う場があります。しかし，

ようなことだけではありません。豊かな通信の

ネットのソーシャルな発信について，ソーシャ

可能性をテレビ局側から使わせて頂くというよ

ル活用審議会のような場で外部の人の意見を

うなことに，今後はやはり入っていきたいと考え

聞くという取り組みを行っているか，と言えば

ます。そして，とにかく，見てもらえるようなテ

実はあまりないようです。ネット上で押し引き

レビ番組を作らなければいけないと，改めて感

が微妙な感じで対応が難しい場合には，審議

じています。

会のようなものを作り，そこの意見をネット上

若井：日本テレビのホールのなかに，大きな写

に提示するのも 1 つの方法です。
「外部の先生

真が貼ってあります。街頭テレビに集まってい

もこうおっしゃっているから」という説明責任

る視聴者の皆さんをテレビ側から撮った写真で

の形もアリではないかと，個人的には思ってい

す。おそらく 1,000 人近い数の顔写真だと思い

ます。

ます。番組のために 1 回数えましたから…。そ
してそこに写っている人を探して番組を制作しま

● ソーシャルパワー時代のテレビ局の役割

した。この 1,000 人が最初の，本当のソーシャ

司会：最後に，今日の議論をふまえて一言ずつ，

ルパワーなのだろうと思っています。

今後のテレビ局の役割について伺います。
桑原：シンポの冒頭に，危機感を持っていると

も，テレビがくると大騒ぎしていました。僕にも

申し上げました。黙って座って見て頂くテレビは

覚えがあります。そうしたことを知っているのは

残り続けると思いますが，やはり存在感は落ち

我々の世代だけです。今はもうテレビは部屋に

ていると実感します。通信のデバイスで魅力的

1台ずつあるのでしょう。ただ，あの頃に似た

なものは次々入ってきており，それらとの競争に

空間をもう一度作れないかなと，今思っている

晒されているわけですから。

のです。SNSも，それを作るための道具の1つ

放送と通信の連携とよく言われますが，この

だと考えています。テレビは，みんなで見たほ

まま放っておくと，言い方は少し悪いですが，

うがやっぱりおもしろいじゃないですか。

通信にテレビの美味しいところだけを取ってい

杉本：私はニコニコ動画のことを昔の街頭テレ

かれて，盛り上がる，突っ込みどころがある番

ビのようなもの，と話していた時期がありました。

組しか残らなくなるかもしれません。私どもの

今もたまにしますが，正確にはやはり違います。

出している番組の多くは，別の目的で出してい

時代は明らかに変わっています。ネット上では

るものです。それらに目を向けて頂けなくなっ

ああしたシチュエーションが生まれてはいます

てしまうのではないかと懸念しています。

が環境は全く変わっている。そうしたところに

ですから逆に，放送側から通信を「使う」と
いうか，放送側から通信にコンテンツを出して，

18

例えば「三丁目の夕日」という映画のなかで
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気を配り，戦略のなかに盛り込んでいくことが
重要です。

細かい話ですが，例えば，リビングのテレビ

も変わりました。だからこそ，3 割の人たちでは

にソーシャル機能がついていて，それを家族で

なく7 割の人たちに向け，
「ソーシャル的」，つ

楽しむということはあり得ないと思います。テ

まり社会的に見ていたテレビを取り戻すことが

レビの代替品になるスマホやタブレットを含め

必要だと思います。この「ソーシャル」はネット

たソーシャル系のデバイスというのは，基本的

で言うソーシャルの意味ではありません。

には非常にパーソナライズされているものです。

その際キーになるのが，
「解釈」と「体験」

ですから，家族みんなでテレビを見ている時

の 2 つです。解釈とは，この番組って何なの，

に，
「ここでコメントしちゃおう」と，パーソナ

何がおもしろいの，何が大事なの，といった

ルなコメントをしている状況を晒すほど痛い話

ことについて，人の意見を聞いて腑に落ちるこ

はありません。家族と隣同士でソーシャルを楽

とです。また，昔はテレビを見ることは，単に

しむシチュエーションは，現状ではほぼ考えら

見るという行為だけで完結してはいませんでし

れません。

た。僕らが子どもの頃は，カンフー映画を見

ところが，全然違うデバイス，例えば同じよ
うな機能を持つWii

8）

であれば違います。デバ

た翌日は教室でカンフーごっこをしていました。
野球を見て，野球選手になりたいと思いました。

イスを変えるだけで，できなかったことが実現

このように，メディアに触れることは，もともと

するというところが思考のポイントになります。

体験とつながっているものでした。新たな技術

だから，
「今はスマホとタブレットだよね」とい

のもとにテレビが変わっていこうとも，この 2 つ

う発想だけでは火傷します。もっとデバイスが

を，視聴のなかに如何に取り込んでいけるか，

もたらす挙動と心理状態を考えながらサービス

がポイントです。

デザインをしていく必要があるでしょう。ソー

テレビという箱単体でできることを考えると，

シャルデバイスだから何でもいい，ではなく，

おそらくテレビ黄金時代に行われていたことこ

デバイスの成り立ちや特質も含めて考える必要

そ，最適化されたシステムだったと思います。

があると思っています。

しかし，これはネットのせいで壊れたわけでは

鈴木：私は 3 人が話されなかった話をします。

ありません。僕たちの社会が変わってしまった

調査報告のなかで，SNS でテレビに関するや

ので，テレビの箱の置かれているポジションが

りとりを行っているのが約 1 割という数字が出

変わってしまっただけなのです。だとするなら

てきました。また，国民の 3 割にあたる 40 代

ば，今の時代にうまく使えるものを使いながら，

以下の層が，スマホや SNS をバリバリ使いこ

テレビが最適に生きられる箱に戻していくこと

なしているという話も出ました。しかし，こう

も十分に可能なのではないでしょうか。さらに

した人たちを相手に，レッドオーシャン で勝

いえば，こうした可能性は，7 割のブルーオー

負することだけが必ずしも正解ではない気が

シャン 10）や地方局にまだまだたくさん転がっ

するのです。

ているはずです。3 割のエッジの立った視聴者

9）

テレビはそもそも，分かる人も分からない人

に向けた戦略と7 割のブルーオーシャンに対す

も一緒に楽しむためのものでした。今では一緒

る戦略を別に考えていくことも必要ではないで

に見る環境が失われ，テレビの置かれた環境

しょうか。
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アップし，調査研究を続けていきたい。

おわりに

（むらかみ けいこ / せきや みちお）

シンポジウムには，放送関係者を中心に会
場の定員を超える300人以 上の方々が参加，
関心が高いタイムリーなテーマを設定すること
ができたと自負している。また，テレビとSNS
を組み合わせたソーシャル視聴が，今後の新
たな視聴スタイルとして広がっていくのではな
いか，という発想から，2012 年から多くの放
送局で局主導の取り組みが進められてきてい
るが，どのくらいの視聴者がこうした取り組み
に参加し，また取り組みに参加して満足してい
るのか，という視点の調査や議論はこれまで
ほとんどなされておらず，今回，その実態を捉
える報告や冷静な議論が展開できたのではな
いかと感じている。
本文では紹介できなかったが，会場には多
くのローカル局の方々が参加し，意見を寄せて
くれた。そのうちの1つ，テレビ新広島では，
地域との距離が近いローカル局こそ SNS を活
用する意味があると考え，番組制作だけでな
く，視聴 者との交流や様々なイベント，地元
企業と連動した商品開発などを行い，手ごた
えを感じ始めているという事例を報告してくれ
た。この局では，局に勤める1 人 1 人が，組
織人であると同時に地域に生きる個人として，
どのように SNS を通じて発信していくべきかと
いう問いにも真摯に向き合っているという。
ソーシャルパワーは今後ますます社会にお
いて存在感を発揮していくことは間違いない。
番組制作における活用，SNS の書き込みをソー
シャルデータとして捉えた分析や新たな指標作
り，番組とSNS を接合させたコミュニケーショ
ン広場の設 営など， 放 送 局が 取り組む べき
テーマは多い。引き続き最新の動きをキャッチ
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注：
1）スマートフォンやデータ放送を活用しながらテ
レビを SNS と連動させて楽しむ，日本テレビ
が開発したサービス
https://www.jointv.jp/
2） 東日本大震災後，Twitter 上の有志が，「新世
紀ヱヴァンゲリヲン」の作中に登場する作戦
の名前をとって節電キャンペーンを呼び掛け
た。日本テレビでは 12 年 11 月に「ヱヴァンゲ
リヲン新劇場版」を放送した際，JoinTV でこ
の作戦が登場する場面で番組連動企画を組んだ
http://www.ntv.co.jp/kinro/jointv/eva/
3）ニコニコ動画には，無料の一般会員と月額 525
円，もしくは 1,680 円で 90 日間有効なプレミア
ム会員の 2 種類がある。有料会員になると，専
用回線によって動画読み込みが速くなる，ユー
ザーによる生放送ができるなどの特典がある
4） 日本テレビと NHK がテレビ 60 年の特集番組
のために共同で開発したシステム。視聴者が番
組中に「いい」と思ったらデータ放送，スマホ
上でボタンを押して参加するシステム
http://www.tv60.jp/
5） 複数の放送局の番組を同時に録画し続ける機
能。録画した番組のなかから，
キーワードでシー
ン別検索や SNS で話題になった番組などをレコ
メンドしてくれる機能が付いているものも多い
6） 俳優の速水もこみちが料理番組で塩やチーズを
上から降りかける時の様子が，ネット上でこう
呼ばれ，話題となっている
7） Twitter で 視 聴 者 が 参 加 す る ニ ュ ー ス 番 組。
2013 年度は放送開始が 23 時半からとなり，番
組タイトルは「NEWS WEB」となった
http://www3.nhk.or.jp/news/newsweb/about.
html
8） 任天堂から発売されている家庭用据え置き型
ゲーム機のこと
http://www.nintendo.co.jp/wii/
9） マーケティング用語で，競争の激しい従来型の
市場のこと
10） レッドオーシャンに対し，未開拓で競争の少な
い市場のこと

