テレビでは届かない
メッセージをSNSで

～「スポーツ×ヒューマン」の事例から～
メディア研究部

宮下牧恵

などを紙芝居で解説する動画や，
『NHK スペ
シャル 』など情報性が高い番 組やドキュメン
タリーのショート動画をTwitter，Facebook，
YouTube，LINE 上の公式アカウントから投稿
している。中心になっているのは，報道カメラ
マンと編集マン5人だが，自分たちで動画制作

新型コロナウイルスの感染拡大以降，外出自

や投稿を行うだけではなく，ディレクターや記

粛の影響を受け，メディア接触の様相が大きく

者が，自分で動画作りや投稿をできるよう，軽

変化した可能性が指摘されている。2020 年10

量機材やスマートフォンを使った動画撮影の仕

月に NHK 放送文化研究所が行った「国民生活

方や，効果的なテロップの作り方など，ノウハ

時間調査 」の結果からは，国民全体で1日にテ

ウの共有もしている。オンライン上で 500人以

レビを視聴する人が 8 割となり，10・20 代では

上が知見を共有し，議論や意見交換をしなが

平日で 5 割程度まで低下したことが報告されて

ら 600 本以上の動画を制作してきた。

いる 。また，同年 7月の「全国放送サービス

エンゲージメント数や再生回数などのデータ

接触動向調査 」の結果からは，放送局のコン

を分析し，最適化を図っていることも特徴だ。

テンツへは，若年層を中心にインターネット経

中でも引用リツイートやコメント数を注視してい

由で接触する人が増加していること，SNS の公

る。動画をきっかけに，会話や議論をしてもら

式アカウントからの接触が 20・30 代で全体より

うことや，行動変容を起こしてもらうことを重

高く，特に 20 代は 35％と3 割を超えることが

視しているためだ。

1）

具 体 的 にど のよ

2）

報告されている 。
こうした中，テレビを視聴しない人々に向け
て，SNS の公式アカウントからショート動画を
投稿し，ニュースやドキュメンタリーに触れて
もらおうとする取り組みが行われている。

SNSに最適化した動画作成と発信
NHKの報道局映像センターでは，2019 年 7
月から，テレビでは届かない層にデジタルで届
けきる「モバイル・ジャーナリズム（MOJO）」と

うな工夫 や 分 析 が
行われているのか，
「MOJO」プロジェク
トリーダーの寺田慎
平カメラマン（ 写真
1 ）が 行った取り組
みを報告する。

写真 1

『スポーツ×ヒューマン』の事例から

呼ばれる取り組みが行われている。放送番組

寺田カメラマンが担当したのは，
「#アスリー

を知ってもらうきっかけを作るため，
「命や暮ら

トは黙らない」
（『スポーツ×ヒューマン』BS1，

しを守り」
「役に立つ情報 」を「自分事化 」し

2021年 5月17日放 送 ）の，SNS 展開として行

てもらえるように，SNS での視聴に最適化した

われたショート動画の制作と投稿だ。

動画にして投稿する取り組みだ。
記者が災害時の身の守り方や避難の仕方
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「#アスリートは黙らない」は，心の傷と向き
合い社会を変えようと行動する4 人のアスリート

た」ためと語る。さらに，テレビをあまり視聴し

を取材した番組である。
「無月経」になるまで過度な減量を求められ，

ない20・30 代が動画に触れ，番組を視聴して

心身の限界を迎えた体験を乗り越え，選手を

くれるきっかけになればと，特にTwitter上の

追い込む指導への疑問や「ありのままの自分」

公式アカウントからの発信に力を入れ，
「NHK

で走る大切さを訴える，陸上の新谷仁美選手。

ニュース」
「NHK スポーツ」
「NHK 広報局」な

ジャマイカ人の父と日本人の母から生まれ，

ど複数のアカウントを利用して，放送の１週間ほ

にい や ひと み

幼いころから「人種差別 」にさらされながら無
言を貫くことで心を守ってきたが，自分同様に
差別を受ける人の気持ちを理解してもらおうと

ど前から動画投稿を行った。

動画作りや投稿の工夫

体験を書籍にした，サッカーの鈴木武蔵選手。

動画は，それぞれの選手と同じ体験を持つ

高校時代に「女性として女性が好き」という

当事者に届けるため，4 人の出演者のエピソー

ことを受け入れてもらえず自分の気持ちを隠し

ドを，それぞれ1分から2 分程度に編集した。

てきたが，2020 年，自分の気持ちをチームに

寺田カメラマンによると，
「Twitter上ではごく

公表した，ラグビーの村上愛梨選手。

短い動画を視聴してもらうことすら難しく，再

学生時代の「体罰」の記憶に苦しめられ，慣

生開始から3 秒程度で半数以上が離脱してしま

習を変えようと，指導者が絶対に叱らない大会

うケースがほとんど。そのため動画冒頭でユー

を企画し，かつて自分を傷つけた指導者とも向

ザーの関心をつかむことを最も重視している。

き合った，元バレーボール選手の益子直美氏。

「どんな人に届けたい」のかをはっきりさせる必

同様のつらさを抱える当事者が理解されるよ

要があり，
「議論してほしい」のか，
「自分事と

うにとつらさを乗り越えた体験を語る選手の姿

感じてほしい」のか，
「共感してほしい」のか，

や，自分を傷つけた相手のことも理解しようと

目的をはっきりさせる必要がある」そうだ。ま

努力しながら，多様な他者が認め合える社会

た，投稿文で心をつかみ，関心を持ってもらう

を目指そうとする姿が描かれている。

工夫が必要だという。ここには多くの試行錯誤

寺田カメラマンは，撮 影 担当となったあと，
ディレクターと番 組のねらいを共有したうえで，

がなされている。
寺田カメラマンによ

Twitter，Facebook，LINE，YouTube 上の公

ると，新谷選手の動

式アカウントからショート動画を投稿してはどう

画（ 写真 2 ）では，ス

かと提案した。理由は，
「テーマが，登場する

ポーツによって「無月

選手と同じような思いで悩んでいる当事者のた

経 」になった当事者

めに体験を語るものだった。同じようなことで

に，どう伝えれば 声

悩んでいる人がいるだろうと感じ，共感もした。

を上げてもらうことが

SNS 上からの発信は，個に届け，会話してもら

できるか， 局内の女

うことを目的にしている。選手たちが語ったこと

性スタッフに意見を聞

を当事者に届け，SNS 上から声を上げ，会話を

き，
「スポーツに打ち

してもらうことにつなげることができればと考え

込む女性のみなさん

写真 2
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生理に悩んだ経験はありますか? 」と，問いか

一方，うまく当事者の体 験を引き出すこと

けることにしたそうだ。しかし，自分の体験や

ができたものもある。
「体罰 」の体 験につい

子どもの体験などを語るコメントも見られたが，

て語った益子さんの動画（ 写真 5 ）は，
「先生

「
（生理に悩んだ体験は ）あるに決まっている」

は，どうして私を叩いたの?」と，なぜ体罰を

という声や，
「こんなところでは語れない」など

受けなければならなかったのか，指導者の行

というコメントがあり，当事者の体験をうまく

動の背景には何があ

引き出しきれなかった部分があったという。

るのか， 益 子さんが

また，鈴木選手の

抱えてきた疑 問を投

動 画（ 写 真 3 ）で は，

稿文に記した。また，

人種 差別について取

現役時代に抱えてい

材を重ねてきた記 者

た恐怖を語る映像を

に相談し，投稿文と

冒頭にした。この投

冒 頭のカットで，
「で

稿 に は， 放 送 前 か

かくて黒いだけ」
「あ

らコメントが相次ぎ，

の見た目で日本代表

「NHKニュース」のア

なんてインチキじゃな

カウントだけでも150

い？」という鈴木選手

件ほどが寄せられた 3 ）が，
「体罰は日常茶飯事

がかけられた差別的

だった」
「今でも恐怖を感じる」
「大人になって

な言葉を記すことで，声を上げてもらえるよう

も傷が癒えない」など，部活動やスポーツ大

に工夫した。しかし，
「ひどい，という反応は

会などで同様の体験をしたことを書き込む当

あったものの当事者が語るようなものにならな

事者が多数見られる。「投稿文や動画の冒頭

かった」そうだ。

で語られた言葉が，実際に体罰を体験した人

写真 3

村上 選 手 の動画
（写真 4 ）では，
「私は
女性として女性のパー

ンは分析する。
こうしてみると，体験した人が多い問題や，
誰もが当事者になる可能性がある話題は，工

村上選手が告白した

夫によって当事者に届け，声を上げてもらうこ

言葉を投稿文で記し，

とができそうだ。一方で誰もが当事者になると

動画の冒頭は，チー

は限らない問題では，相手の気持ちを理解し

ムに受け入れられた

たうえで，繊細な試行錯誤を必要とするので，

体験を記した。コメン

反応を引き出すことは簡単ではなさそうだ。

共感も得られたが，こ

ちらも，当事者からのコメントは見られなかっ
たそうだ。
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の心に刺さったのではないか」と寺田カメラマ

トナーがいます」と，

トは好意的なもので，
写真 4

写真 5

次の投稿に生かすための分析
今回の動画は，冒頭を視聴しただけでも当
事者に声を上げてもらうことや，若年層に番組

AUGUST 2021

なされ方や番組への関心の持たれ方が異なる
という。こうしたデータも，のちの動画作成や
投稿に生かすことができるように分析している
そうだ。
今回の寺田カメラマンの取り組みでは，番組
で出演者たちが語ったことへの応答として，当
事者に声を上げてもらうことをねらいとして，さ
写真 6

まざまな工夫がなされていた。必ずしもねらい

への関心を持ってもらうことを重視しているが，

どおりの反応が得られなかった動画もあった

最後まで視聴した人には内容が理解できる工

が，SNS 上から個に届け， そして 声を上げ，

夫もなされている。例えば，益子さんの動画で

会話や議論をしてもらうというねらいが実現さ

は，学生時代に感じてきた葛藤や，体罰をなく

れているものや，テレビを見ていないかもしれ

すための活動，かつて自分に体罰を行った指

ない若年層に番組への関心を持ってもらうこと

導者と対面して感じたことなど，番組上で語ら

につながる可能性が見られたものもあった。

れたことが短い中で理解できるように編集され

テレビ番組を視聴することが減っている若年

ている。また，Twitter上では動画が自動再

層には，多様な問題に関心を持ってもらうこと

生され，クリックしなくても視聴できるが，音

や，社会的に共有すべき話題に触れてもらうこ

声は再生されないため，ナレーションはなく，

とも課題になっている。そうしたときに，どの

テロップで読み物として伝わるように作ってい

ような動画作成や発信をすれば，
「自分事」と

る（ 写真 6 ）。この動画は，要素が多く2 分と

して捉えてもらえるようになるのか。多様な価

4）

長かったが，再生回数が 10 万回以上 となり，

値観を包摂していくことができるのか。今回の

通常よりも最後まで視聴されていたようだ。

事例では捉えきれなかったさまざまな取り組み

また，Facebook 上の「NHK NEWS WEB」

についても今後，取材していきたい。

公 式アカウントからも同じ動画を投 稿した結
果，Twitter上で視聴された回数よりも多い 50
万回の視聴がなされた。5月末までに，250 件
以上のコメントもあり，自分の体験だけでなく，
自分の子どもの体験を語る人や，指導のあり
方について自分なりの立場で語る人，議論する
人も見られる。寺田カメラマンの分析によると，
「Facebook 上では，30・40 代の子育て世代の
女性が動画を視聴してコメントしたのではない
か 5）
」という。各プラットフォームのユーザー層
の違いにより，同じ動画を投稿しても，反応の

（みやした まきえ）

注：

1）
「2020 年 国民生活時間調査」結果概要
https://www.nhk.or.jp/ bunken /research /
yoron/pdf/20210521_1.pdf（2021年 6月14日閲覧）
2）保髙隆之「人々は放送局のコンテンツ，サービスに
どのように接しているのか ～『2020 年 7月全国放
送サービス接触動向調査』の結果から～」
『放送研
究と調査』
（2021年 3月号）P2-20
3）5 月 28 日時点
4）5月28日時点で「NHKニュース」のアカウントで再
生された回数
5）NHKでは特定の個人を識別できるようなデータの
取得や分析・利用はしておらず，外部プラットフォー
ムで提供される個人を特定できない統計的に処理
済みのデータを閲覧している
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