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TeleVidEcho：自動モデレーションによる
双方向サービスを用いたテレビ演出方法
紺家裕子†1,2

柴田宏信†1

デジタル放送におけるデータ放送サービスはブロードバンドネットワーク接続が可能である．その機
能を活用し双方向番組が提供されているがあまり多くはない．視聴者が楽しめる演出を実施すると運用
費がかさむことも一因である．また，テレビ番組を中心としたコミュニケーションツールとしてソーシ
ャルテレビがあり，ソーシャルメディアをテレビで表示することができる．しかし，リーンバックメデ
ィアと呼ばれるテレビにおいて，ソーシャル機能や双方向機能を利用するためには面倒な設定等が必要
となり，利用者が一部のアクティブユーザに限られてしまうという課題がある．私たちはソーシャルメ
ディア連動や自動モデレーションによりユーザが楽しめる演出が可能，かつ低運用コストで双方向番組
を提供できるシステムを提案し，構築したので報告する．

TeleVidEcho：Automatic facilitation system for bidirectional data
broadcast program.
YUKO KONYA†1,2

HIRONOBU SHIBATA†1

In Japan, digital TV network and broadband network is ready for consumer. Some bidirectional data broadcasting
services are provided. It is difficult to provide content that audience satisfied by reasonable cost. On the other hand
there are a lot of studies involving social interactive TV. Only active audience members use these services because
TV is lean back media. We implement and evaluate bidirectional data broadcasting service with automatic
facilitation.

1. はじめに
日本では，ブロードバンドネットワーク（常時接続）が

ら視聴するスタイルが定着していないため，双方向機能も
SNS 連動機能も一部のアクティブユーザが利用していると
いうのが現状である．

普及[1]し，一部の地域を除き 2011 年 7 月にデジタル放送

デジタル放送のメリットの一つとして挙げられていた双

への移行が完了した．それに伴い，デジタルテレビも普及

方向放送であるが，制作コストや運用コストがかかること

している．ブロードバンドネットワークにつながったテレ

もあり，実際は一部の特別番組でしか運用されていない．

ビ[2]では双方向性のあるコンテンツを容易に表示できる

これはテレビをネットワークに接続している人は約

ようになっており，ほとんどすべてのデジタルテレビに搭

20%[5]と少ないことだけでなく，双方向対応のデータ放送

載された Broadcast Markup Language（BML）ブラウザを利

制作，Web サーバ配備，放送オペレーションなど，放送局

用している [3]．BML は一般の HTML ブラウザと類似点が

側の運用にもコストがかかることも要因の一つである．利

多々あり，デジタルテレビ上で投票やクイズ参加など双方

用者が使いたい演出かつ放送局の負担が軽い演出が求めら

向コンテンツを提供できるようになっている．テレビのデ

れている．

ジタル化と平行して，テレビの高機能化も進んだ．ウェブ

本稿では，リーンバックメディアであるテレビ視聴スタ

ブラウザを搭載したテレビやウィジェットやアプリといっ

イルに適し，SNS との連携や自動モデレーションによりユ

たアプリケーションをインストールし利用できるテレビ

ーザが楽しむことができ，低コストで双方向番組を提供で

[4]が発売されており，近年，スマートテレビと呼ばれるよ

きるシステムを提案する．さらに，実装したシステムを用

う に な っ た ． ス マ ー ト テ レ ビ で は ， Social Networking

いたインタビュー結果について報告する．

Service(SNS)を利用しソーシャルサイトを閲覧しながらテ
レビを見ることも可能となっている．しかし，テレビはリ
ーンバックメディアと呼ばれるように，常時操作をしなが
†1 NTT コミュニケーションズ（株）
NTTCommunications Ltd.
†2 お茶の水女子大学
Ochanomizu University

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

2. 関連研究および先行事例
ソーシャルテレビに関しての研究事例は，ウェブカメラ
の利用やチャットなど特別な装置を用いるため，放送に適
用するには障壁がある[6][7]．放送上のサービスとして
「JoinTV」[8]があるが，これは facebook 上の友人が番組を
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視聴している必要がある．著者らは Twitter を用いて一緒に

れたいという欲求を満たすものである．太田[13]は楽しい，

番組を見ている状況をつくる「socialTV」[9]を開発した．

面白いという感情もうれしさ（承認）に支えられていると

これは SNS 連動のみでありモデレーションを実施するに

述べており，承認から，楽しさ，面白さも生じる．合わせ

は手動で投稿する必要があった．自動モデレーションにつ

て，日本人は表に見せないが，承認欲求が強く，自らアピ

いては，対話型の質問応答などテキスト情報や音声情報か

ールするより，他者からの承認をもって自分の地位を上げ

ら人工知能や人工無脳などを利用し，自動応答する研究が

る傾向があることも述べている．私たちは，何らかのイン

多くある．これらは多くの学習データが必要であるが汎用

センティブを与えることで視聴者満足度が上がると仮定す

的な応答が可能となる．台本から自動生成する技術として

る．また，双方向に関して，映像の中の人とインタラクシ

は TVML[10]を用いた CG 番組制作「TV4U」[11]など，本

ョンする方法もあるが，生放送である必要があり再利用は

編映像側の試みはある．個人がパソコンを用いて簡単にコ

できない．私たちは，映像とは独立して制作が可能となる

ンテンツを公開できる仕組みで固定シナリオを想定してい

データ放送エリアを活用した演出によりインセンティブを

るため，視聴者行動を反映させる双方向データ放送に向け

可視化する仕組みを提案する．

た我々のアプローチとは異なっている．

4.2 コストをかけない番組作り

3. 課題

利用者の参加を促すために，金銭的インセンティブを与
える方法は，短期的には利用者の参加が期待できるが，長

家庭でのネットワーク常時接続化やテレビのブロード

期的に運用するにはコストがかかってしまう対策である．

バンド対応など環境的な条件がそろっている中で，双方向

モデレータやファシリテータといった参加を促進する発言

サービスがあまり普及しない理由は，テレビをネットワー

をする人を立てる場合，放送時間に人を配置することがコ

クに接続したり，リモコンで画面を操作したりするだけの

ストに反映するため，常時運用は経済的障壁の一つとなる．

手間に見合っていないことが考えられる．場所として双方

また，放送映像は再放送などで再活用されることがあるが，

向サービスを提供するだけでなく，利用，参加の動機とな

プレゼント企画などは初回放送のみの企画となっているこ

るきっかけが必要である．ただし，きっかけを提供するた

とが多い．視聴者の反応を取り込む番組についても同様で，

めには，演出コストがかることも，定常的に提供できない

放送時間や場所によっても反応が変わってくるが，映像内

理由のひとつである．

にスーパーインポーズする場合などはそれを反映できない．

4. アプローチ

そこで，放送の進行や視聴者の反応に合わせて，自動的に

前記課題を踏まえ，視聴者が利用したくなる番組作りと
コストをかけない番組作りの 2 方向からアプローチをする．
4.1 視聴者が利用したくなる番組作り

モデレーションを実施する仕組みを提案する．

5. 提案システム
提案するシステム「TeleVidEcho」（以下，本システム）

双方向番組という「場」を使う動機の一つとしてインセ

について述べる．本システムは，テレビ側に表示するユー

ンティブがある．インセンティブには金銭的なものと非金

ザインタフェース部とソーシャルメディア情報を取得しユ

銭的なものがある．金銭的なインセンティブを利用した参

ーザインタフェース部が読み込める形のデータを配信する

加促進の一例としては，視聴者プレゼントがある．一方，

サーバ部の 2 つからなる．図１，図 2 に典型的な視聴者利

非金銭的なインセンティブとしては，視聴者投稿が採用さ

用画面イメージを示す．

れ放送中に発表されるというようなものもある．小林ら
[12]は，何らかのインセンティブを与えることにより参加
の動機が高まることを示しており,そのインセンティブが
金銭的なものの場合は，より金額が多い方が参加意向も上
がる．また，十分な金銭的インセンティブがなくても，サ
ービス利用等，代替となるものがある場合は参加意向が得
られることを示している．双方向番組の参加についても類
似の状況があるといえる．視聴者は双方向性を楽しむ「場」

モデレーションエリア

を与えただけでは参加していないということが現状であり，
プレゼント等への応募などの演出があるため参加している
人が多い．非金銭的なインセンティブとして，
「承認」があ
る．先の視聴者投稿の例の場合，多くの投稿から自分の投

メッセージ表示エリア
図 1 TeleVidEcho

情報表示エリア

画面イメージ（SNS＋情報表示）

稿が選ばれたということで承認を得ているといえる．承認

Figure 1 Snapshot of “TeleVidEcho” displayed social media

欲求はマズローの欲求階層説にもある欲求で，人に認めら

information and program related information

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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ァイルには，アクション開始時刻，アクション終了時刻，
アクション内容が記載されている．アクション開始時刻は
放送開始時間からの相対時間で記載されている．生放送で
はなく録画編集済み映像による放送の場合，サービス提供
者は番組の進行が事前にわかっているため，その内容に合
わせて，投票や承認行動が自動的に実施できる仕組みとし

モデレーションエリア

た．シナリオファイルに記載するアクションの実施条件と
しては，時刻指定，メッセージ数判定，投票数判定，キー
ワード判定がある．それぞれの選択条件について表１に示
す．
表 1 モデレーション選択条件

メッセージ表示エリア
図 2 TeleVidEcho 画面イメージ（SNS 連動表示対戦型）
Figure 2 Snapshot of “TeleVidEcho” displayed two social media
information
5.1 ユーザインタフェース部
ユーザインタフェース部は，視聴者に向けたインセンテ
ィブを可視化する画面を提供する．本システムのサーバ部

Table 1 Condition of selected message for moderation area.
No

項目

条件

利用シーン

1

時刻指定

番組開始からの
経過時間のみ
（無条件）

映像シーンに合わせたコメ
ントなどを表示

2

メッセージ数
判定

投稿メッセージ
数

対抗戦等の演出で応援コメ
ントを表示

3

投票数判定

投票数

対抗戦等の演出で応援コメ
ントを表示

4

キーワード
判定

メッセージ内の
キーワード検出

映像シーンに合わせたキー
ワードをツイートしたら
「いいね」と承認コメント
を表示

から出力されたデータファイルおよびシナリオファイルを
定期的に取得して，テレビ画面上に映像とともに表示する
仕組みであり，視聴者の嗜好により画面の ON・OFF がリ
モコン操作にて可能である．画面はメッセージ表示エリア，
モデレーションエリア，その他情報表示エリアからなる．

図 3 にシナリオ連動でのコメント例を示す．上段(a)の時刻

これらの表示エリアの配置や組み合わせ，映像の表示場所，

指定では，映像シーンに合わせたコメント，たとえば映像

サイズは放送番組に合わせてサービス提供者が選択するこ

シーンの裏話をそのシーン放送中に表示し，中段(b)のメッ

とが可能である．

セージ数判定では，放送中の定期的なタイミングで組み込

視聴者はテレビをつけ，対象番組を視聴中にリモコンの

みメッセージでの応援を促すコメントを挿入する．下段(c)

データボタンを 1 度押下するだけで，これらの画面を視聴

のキーワード判定では，映像シーン内に出てくるキーワー

できる．メッセージは自動で更新，スクロールされ，視聴

ドを設定しておき，そのキーワードを発言した人に「いい

者が多くの操作をしなくても楽しむことができるため，リ

ね」と承認を与えた事例である．

ーンバックメディアのテレビとも親和性がある仕組みとな
っている．メッセージ更新間隔はサーバ部側でサービス提

(a)時刻指定

供者が設定可能であり，番組のジャンルなどに合わせて変
更ができる．
これらの画面は地上波放送向けには BML，IPTV 向けに
は Lightweight Interactive Multimedia Environment(LIME)と

(b)メッセージ数判定

いう ITU-T H.762[14]にて標準化されている言語を用いて
記述する．LIME はデジタル放送のデータ表示規定である
BML や HTML，CSS，JavaScript をベースとしてできてお
り，それらと親和性があるものである．日本のデジタルテ
レビや STB 型の IPTV 端末では，LIME を表示可能なブラ

(ｃ)キーワード判定

ウザが搭載されており，利用者が特別なデバイスを準備す
る必要はない．
5.1.1 シナリオファイル
シナリオファイルでは，自動でデータ放送演出部分の司

図 3 シナリオによるコメント例

会役であるモデレーションを制御することで，自動的に，

Figure 3 Examples of moderation message selected by a

プレゼントのお知らせや視聴者メッセージに「いいね」を

scenario branch

付ける承認行為などを行うことが可能である．シナリオフ

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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シナリオファイルでは，視聴者の反応（投票やツイートメ

今回の実装では料理番組を利用したため，レシピ一覧を表

ッセージ）などにより放送時間に一緒に見ている人の反応

示してある．標準では，画像 URL,次画面リンク先情報，テ

を反映していくことが可能である．たとえば，再放送の時

キスト情報が組み込まれるが，BML（LIME）画面の作り

や他の放送エリアで放送する場合など，その時の視聴者の

込みにより工夫が可能である．

意見を反映することができる．あわせて，同じ放送を行う

5.2 サーバ部

場合でもシナリオファイルの切り替えにより，キーワード

サーバ部はコンテンツサーバ内のメッセージ収集部，フ

などが容易に変更できるため，初回とは異なるデータ放送

ィルタ部，配信データデザイン部と BML/LIME サーバ

上の双方向番組を演出することができる仕組みとなってい

（WEB サーバ）からなる．図 4 にシステム構成を記載する．

る．シナリオファイルを活用することによって，1 時間の

電波塔
Twitterサーバ

番組の場合，2，3 名が番組中の演出のために待機するコス

放送カルーセル
によるBML配信

トを削減することが可能である．
5.1.2 メッセージ表示エリア
メッセージ表示エリアでは，図１，図 2 に示すように SNS

Tweet
収集

から取得したテキストメッセージを表示する．各メッセー

Request

データ
配信

ジは図 3 に示すように，矩形の中に表示し他の聴衆の存在
を感じることを支援するために SNS ユーザ名およびサム

コンテンツ
サーバ

ネイルアイコンと一緒に表示する．メッセージは 1 行 10
文字，16pt にて表示する．これは BML ブラウザでの最少

コンテンツ
（BML/LIME)

BML
（LIME）
サーバ

フォントでありデジタルテレビの規定内で視認性を損なわ

図 5 システム構成図

ないサイズとなっている．メッセージ表示エリアは複数設

Figure 5 System overview

DTV

定可能であり，図 2 のように両側に表示することも可能で
ある．各矩形の高さなども可変とすることも可能である．

5.2.1 メッセージ収集部

また，シナリオファイルの指示にて，「いいね」などの

メッセージ収集部では，SNS の API を利用してメッセー

承認を与えるアイコンをメッセージの上に表示することが

ジを取得する．本システムでは Twitter の API を利用して実

可能となっている．

装した．番組ごとに設定可能な情報は放送時刻，キーワー
ド，不適切ワードリストがある．Twitter を利用した場合，

ユーザ名

キーワードとしてハッシュタグやユーザ名を選択し設定さ
れた放送時間中データを収集する．
5.2.2

アイコン
いいね
アイコン
メッセージ

フィルタ部

フィルタ部は不適切ワードのフィルタを自動および手
動で実施する機能である．電波放送においては自主規制で
あるが放送問題用語[15]があるように，公序良俗に反する

図 4 メッセージ表示エリア

言葉などは映像とともに表示することは好ましくない．し

Figure 4 Message display area

かしインターネット上のサービスである SNS ではそれら
が規制されていないため，そのままテレビ画面上に表示し

5.1.3 モデレーションエリア

た場合は不適切な言葉が表示される可能性がある．不適切

双方向番組への参加を促すため，放送局側からの情報提

ワードフィルタでは，禁止用語および注意用語の 2 段階に

供やモデレータ，ファシリテータがコメントを実施するこ

分け登録し，容易に不適切ワードを発見し，配信停止する

とがある．これは，映像内で行うこともあるが，データ放

ことができる仕組みである．禁止用語に該当するものは配

送上でその情報を表示する箇所としてモデレーションエリ

信せず，注意用語に該当するものは運用者に注意喚起を促

アがある．図１の映像下部，図２の映像下部 2 か所がモデ

すことができる．このフィルタを活用することにより，す

レーションエリアである．シナリオファイルによる自動表

べて人手で行った場合に 4，5 名で作業する不適切用語検出

示及びオペレーション端末からの手動表示が可能である．

の作業を 1，2 名程度に抑えることが可能であるとともに，

また，ここには投票等リモコンボタンで制御する情報も

人手をかける時間が短縮できるため，よりリアルタイムに

表示が可能となっており，それらの表示 ON/OFF もシナリ

近い状態で配信することが可能となる．

オファイルで制御が可能である．

5.2.3 配信データデザイン部

5.1.4 その他情報表示エリア
図 1 の右側のエリアでは番組関連情報を表示ができる．
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ーブル形式に加工して，WEB サーバへ配置する機構である．

比較して投票などのゲーム性のあるものや，自分の投稿に

画像ファイルについても，減色処理などを実施し，受信機

有名人が反応してくれること，質問に対して応答したい（感

が表示できるように加工する機能も持つ．

謝がもらえる）ことの方が参加モチベーションにつながる
という意見があった．また，簡易にできることも参加のハ

6. 評価

ードルを下げる要因になるという意見もあった．

本システムによるサービスの受容性，承認行為を含むイ

また，どのような発言がインセンティブにつながるかとい

ンセンティブと参加意向の関係を調べる目的でユーザイン

うヒアリングに対しては，知らないことや裏話的なことが

タビューを実施した．首都圏近郊在住の 20 代から 50 代の

多いとよいということであった．

男女 8 名に実際のサービスを視聴してもらい，インタビュ

6.1.3 サービス画面の有無比較について

ーを実施．実施概要について表 2 に示す．

視聴時にサービス画面を表示した場合としない場合を

表 2 インタビュー実施概要

比較して視聴した結果，多くの人がずっとは見ないと回答

Table 2 interview detail

した．それは映像の画面が小さくなってしまうからという

調査日

2012 年 11 月

意見からであった．一部の人からは，一度表示ありで視聴

被験者

8 名（男女各 4 名）

してしまうとないとさびしく感じるという意見もあった．

視聴映像

「探検秘境駅！」「イチオシプラス」

また，内容が自分の求めているものに近い場合は，あった

実施方法

質問内容

1on1 のデプスインタビュー方式（80 分/名）
2 番組を自由操作で視聴
データ画面 ON/OFF を比較視聴
一緒に見ている演出について
・他の視聴者の存在感
・モデレータの存在感
参加インセンティブについて
・承認行為
- モデレータ発言/いいねマークの有効性
- モデレータと一般の人の発言の違い
・ゲーム性
- 投票参加モチベーション
・金銭，プレゼント
- プレゼント企画の有効性
データ画面有無の比較

6.1 評価結果
一緒に見ている演出について，インセンティブについて，
サービスの有無を比較しての結果について以下に述べる．
6.1.1 一緒に見ている演出について

方が良いが，評価映像の情報はあまり興味が持てないので
ない方が良いという意見があった．
6.2 考察
インタビュー結果より，データ放送視聴の動機として
「閲覧」と「参加（投稿）」2 ステップあり，それぞれによ
ってインセンティブが異なる傾向が見られた．閲覧の動機
としては，裏話やマニア情報のような知識欲を駆り立てる
ものを求めていることが分かった．参加（投稿）の動機と
しては，金銭的なインセンティブよりも興味の有無，手軽
な感覚，そして承認欲を満たすものが効果的であった．閲
覧および参加の動機両面において，閲覧の場合は「ネタ」
を提供する人，参加（投稿）の場合は承認を与える人が，
一般の知らない人より，知り合いや有名人など顔や属性が
分かる人の方がより強い動機につながる傾向にある．被験
者が少ないため，年齢や TV を視聴中に Twitter を利用した

ほかの視聴者の存在はメッセージ表示エリア動くこと

経験の有無について大きな差は出ないが，TV を見ながら

や，アイコンなどからとてもよく感じられていた．さらに

Twitter を利用した経験がある人のほうが，本システムを受

知っている人同士で集まって盛り上がりをしたいという意

け入れやすい傾向があった．

見もあった．モデレータについては結果が分かれており，

しかし，一緒に見ている演出も含め，知り合い同士の集

モデレーションエリアに表示されていることは皆気づいて

まりの場としたいという意見が多かった一方で，同じ被験

いたが，キャラクタが話していると認知したのは 4 名であ

者が Facebook などの SNS では「いいね」を付けるのが義

った．認知したうえで有効かどうかをさらにヒアリングし

務的になって面倒という回答をするなど，SNS との距離の

たところ，
「裏話や映像に出てこない情報がよい」，
「キャラ

取り方は発展途上であるといえ，今回の評価の結果も時間

クタに親しみが持てる」，「一般の人のコメントよりも，制

とともに変化することが予想できる．被験者も 80 分という

作者とわかる分信頼度が上がる」などの意見があった．モ

短時間での利用のため，長時間視聴することは想像上での

デレーションをするキャラクタは放送局のキャラクタを利

回答でしかないため，長期間や複数回の検証が必要である．

用しており放送エリアでは認知度の高いキャラクタであっ

画面が小さくなってしまうことから，常にこの画面を見

たが，被験者が関東近郊のため，キャラクタを認知してい

ているというわけではなく，何かほかのメディアと一緒に

るのは 1 名のみであった．

テレビを視聴する，いわゆる「ながら見」の場面と同様に，

6.1.2 参加インセンティブについて

暇つぶし的に見る場合に，本システムを使用したいという

金銭的インセンティブである，プレゼントについては，
放送という特性上，応募者が多く当選確率が低いという意

傾向があった．画面サイズなどについては長く視聴できる
工夫が必要である．

識があり，モチベーションとしては働かなかった．それと
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表 3

結果概要

Table 3 result of interview
1

2

3

4

5

6

7

8

20 代男性

50 代女性

20 代男性

50 代女性

30 代男性

40 代男性

30 代女性

20 代女性

他の視聴者の
感じた
存在感

感じた

感じた

感じた

感じた

感じた

感じた

感じた

モデレータの
感じた
存在感

感じた

感じた

感じた

感じた

感じた

感じない

感じた

視聴者の発言

知人のみで利
共感できる
用

不要

共感できる

知人のみで利
共感できる
用

共感できる

よい
付加情報．

よい
付加情報

よい
裏話など

よい
裏話など

不要

よい．
キャラクタ．

いいね
マーク

うれしい
うれしい
うれしい
うれしい
うれしい
うれしい
（有名人，制 (参加．興味が （ 有 名 人 な （ 有 名 人 な （プレゼント （プレゼント 不要
作者など）
あれば)
ど）
ど）
につながる） につながる）

うれしい
（キャラク
タ）

投票

気が付かなか
よい．（手軽） よい
った

よい

不要

モデレータの
不要
発言

プレゼント
は参加動機に ならない
なるか？
ON/OFF 比較

ならない
当選率低

よい
付加情報

なる

よい．

よい

よい

不要

なる

なる

金額による

ならない
金額少かつ手 なる
間大

特にコメント な れ る と な
コメントはみ
ON/OFF で別
料理はデータ
全画面の方が
画面が小さく をみたくない い 場 合 に 物
たいが，画面
物に見える． 無いとさびし
が見たいので
映像は見やす
なるのはいや ので OFF でよ 足 り な く 感
が小さくなる
必要な時に切 い
ほしい．
い．
い．
じる．
のはいや
替える．

TV 視聴中
Twitter 利用経 無
験

無
B１

無
B２

無
B６

7. おわりに
私たちは，低コストで双方向サービスを実現できるシス
テム TeleVidEcho を提案，実装した．提案システムは，自
動モデレーションや SNS 連動により，ユーザが楽しむきっ
かけを作りながら，運用コストも低減できる仕組みとなっ
ている．また，少数被験者ではあるが，8 名のインタビュ
ーで得られた意見を分析し，以下の知見を得た．視聴者は
何かのインセンティブがあることが参加の動機になり，そ
れは，金銭的なインセンティブより，手軽にできることや
承認を与えることにより意欲が湧く傾向にあった．さらに，
映像を邪魔しすぎないことも重要であった．テレビを視聴
している感覚がありつつ，付加的に情報画面を見るスタイ
ルが受け入れられやすいという結果となった．ただし，こ
れは短時間での視聴体験に基づく評価のため，継続的な視
聴評価が必要であると考える．
今後の取り組みとして，長期間の利用調査の実施，ユー
ザインタフェースの改善およびモデレータの認知度による
評価などを実施する必要がある．
謝辞
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