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サービスと連携したコミュニケーションシステムの試作 
上田 宏高   新開 誠   香川 宏紀   栗本 裕介   永野 直美 

シャープ株式会社技術本部 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬 1 丁目 9 番 2 号 
E-mail:  {ueda.hirotaka, shinkai-makoto, kagawa.hiroki, kurimoto.yusuke, nagano.naomi}@sharp.co.jp 

あらまし  近年、TV 番組などのマルチメディアデータを共有する動画共有サイトの利用が急速に普及している。単純に動

画を共有するだけではなく、動画の視聴体験という場を共有するサービスも提供されており、旧来の TV 視聴の在り方が大きく

変容している。筆者らの所属する研究グループでは将来の TV におけるサービス利用像について検討し、複数端末からなるコミ

ュニティで単一のサービスを同期して利用しながら、音声によるリアルタイムコミュニケーションが行える TV 上のコミュニケ

ーションシステムの設計を行った。本稿では、コミュニケーションシステムが実現する新たなサービス利用形態について述べる。 
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Abstract  Recently, movie sharing services have become more popular and that enables us to share various multimedia 
data such as TV programs, home videos and so on. Some provide a user some experience in the field in which users can watch 
their favorite movies in a synchronous manner. Now, we can see big changes in TV viewing styles. We have investigated future 
service styles for TV sets and prototyped a communication system for TV that enables real-time voice communication. We will 
discuss the new service style which was realized through the communication system.  
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1. はじめに  

2005 年のYouTube 1 の登場により、インターネット上

における動画共有サービスが一般化し、ユーザは多く

の動画の中から自分が気に入った物を選択的に視聴す

ることが可能となった。2006 年末に登場したニコニコ

動画 2 はそれらの動画を複数人で同期して視聴する場

を提供した。こうした新たな動画共有サービスは、放

送局から提供されるTV番組を受動的に視聴する従来

の動画視聴スタイルを大きく変容させた。  
こうした動画視聴スタイルの変化に対して TV はど

う対応すべきか。筆者らの所属する研究グループでは

将来の TV におけるサービス利用像について検討し、

TV 上の新たなコミュニケーションシステムの設計を

行った。  
 

2. TV におけるコミュニケーション  
システムの設計にあたり、筆者らは他人との繋がり

感を醸成するコミュニケーション機能をその主機能と

定めた。本章ではその理由について述べる。  
                                                                 
1 http://www.youtube.com/ 
2 http://www.nicovideo.jp/ 

 

2.1. TV に求められる役割  
今も昔も TV は家族の集まる居間などに配置され、

家族団欒の中心となってきた。家族で同じ番組を見て、

感想を言い合ったりするコミュニケーションがどこの

家庭でも広く行われてきた。そうした TV を中心とし

たコミュニケーションも TV の魅力の一つである。  
一方、ワンセグ受信機能付き携帯電話、各部屋に設

置される 2 台目、3 台目のパーソナル TV の普及によ

り、以前よりも場所や時間の制約を受けずに TV を視

聴できるようになった。近年の少子化の影響も相まっ

て、従来よりも一人で TV を視聴するケースが増えて

きたと考えられる。  
しかし、動画を複数人で見る一体感を疑似的に再現

するニコニコ動画が受け入れられていることから、た

とえ TV を一人で視聴している場合であっても、あた

かも家族や友人等と一緒に同じ TV 番組を見るような

楽しさを享受したいとのニーズが存在すると考えられ

る。  
ネットワークを介して遠隔地端末間を接続し、遠く

離れた家族や友人間であっても、まるでその場にいる

 



 

かのように、同じ TV 番組を見て、笑い、悲しみ、視

聴体験を共有することができれば、TV はより魅力的

な端末となることが期待される。  
そこで、TV にコミュニケーション機能を付加し、

互いにネットワークで接続された複数端末において、

同一のコンテンツを視聴しつつ、同時に双方向のコミ

ュニケーションが行えることを開発システムの目標と

した。  
 

2.2. 繋がりの社会性  
TV の新しい機能として適切なミュニケーションと

は如何なるものか。通常、TV 番組について真剣に議

論したい場合は稀で、一緒に視聴して同じ感動や想い

を共有するといった一体感や繋がり感の方が重視され

る傾向がある。こうした傾向は、中高生における携帯

電話を介したコミュニケーションにおいても顕著であ

る。  
近年の中高生の携帯電話を介したコミュニケーシ

ョンの在り方は、PC世代のそれとは根本的に異なって

いる。コミュニケーションの内容それ自体よりも、コ

ミュニケーションが連続されることが重視される場合、

特に繋がりの社会性 [1]と呼ばれる。中高生においては

メールの返信は 5 分以内がマナーとされているとの調

査結果は、中高生におけるコミュニケーションが繋が

りの社会性に支配されていることを示している。  
こうした繋がりを求めるコミュニケーションにお

いては、意思を的確に伝えるという従来重視されてき

た要素よりも、その場の雰囲気や高揚感などのノンバ

ーバルな要素をいかに伝えるかという点が重要となる。 
一方、TV を介した家族団欒などのコミュニケーシ

ョンを想定すると、あくまで主体は視聴中のコンテン

ツであり、コミュニケーションは従となる。コンテン

ツ視聴と並行して行われるコミュニケーションは、意

思を的確に伝えるというよりは、視聴体験を共有する

一体感を生む効果に重きが置かれ、繋がりの社会性が

大きく作用する。  
このような繋がりの社会性が重視されるコミュニ

ケーションにおいては、繋がり感を如何に伝えるかと

いう点が設計上重要となる。特に友人、コミュニティ

メンバなど、遠隔地にいる人との繋がり感を醸成する

ためには、場の雰囲気や臨場感といった要素を、可視

化したり、増幅させたりすることが必要になると考え

られる。  
TV は大画面、高精細な表示手段と高品質な音響手

段を有する。こうした出力手段をうまく活用し、繋が

り感を演出することが、TV におけるコミュニケーシ

ョンにおいて最も重要な要素となる。  
 

2.3. コミュニケーション手段  
メラビアンの法則によれば、感情の伝達における寄

与率は、話の内容などの言語情報が 7%、口調などの

聴覚情報が 38%、表情などの視覚情報が 55%とされて

いる。そのため繋がり感を生むことに重要と考えられ

る感情の伝達を行うためには、一般に通信相手の表情

を撮影しビデオ伝送することが最も有効である。  
しかし、通信相手のビデオ画像を表示すると、TV

視聴を妨げると考えられる。実際、家族で TV を見な

がら会話するときにおいても、相手の顔を見ることは

少なく、画面に集中していることが多い。そのため、

ネットワークを介したコミュニケーションにおいても、

音声を利用することが妥当である。  
ただし、音声によるコミュニケーションは、映像に

比べて繋がり感を生む能力が不足すると考えられるの

で、繋がり感をより効果的に伝えるためには、音声に

加えて他のコミュニケーション手段を併用する必要が

ある。  
それは TV コンテンツを必要以上に阻害するもので

あってはならず、また TV の有するインタフェースで

利用可能でなくてはならない。  
その一方で、映像・音響を扱う TV の特性を活かし

て、映像や音声による視覚的・聴覚的フィードバック

を生成することが好ましいと考えられる。  
感情フィードバックはユーザの感情を見える化す

るとともに、増幅させる効果を有する。音声によるコ

ミュニケーションと併用することで、より豊かな繋が

り感が生まれることが期待される。  
 

3. 想定ユースケース  
本章では、コミュニケーションシステムが想定する代

表的なユースケースについて述べる。  
 

3.1. スポーツ観戦  
Alice と Bob、Carol は友人同士で、それぞれの自宅

の TV においてプレゼンス情報の購読設定を行ってお

り、互いのオンライン状況を確認できる。  
Alice が TV をつけると、Bob が彼の家の TV でサッ

カー中継を見ていることがプレゼンスから分かったの

で、Alice は Bob にサービス同期コミュニケーション

の招待を行う。Bob が招待を受諾すると、Alice の TV
は自動的にサッカー中継を選局し、双方向の音声コミ

ュニケーションが開始される。  
2 人は、話をしながらサッカー中継を楽しむが、続

いて帰宅した Carol が参加し、3 人でサッカー中継を

視聴する。ゴールシーンでは、感情フィードバックの

画面効果が、コミュニケーションの場を盛り上げる。  
 

 



 

 

3.2. 旅行計画  
Alice、Bob、Carol、David は海外旅行を計画してお

り、旅行代理店の Web サイトに同期して接続する。旅

行代理店の Web サイトでは、専用のスタッフに接続す

ることが可能で、4 人は、Web サイトの記述や、動画

を交えたスタッフの説明を同期して視聴しながら、旅

行計画を作り上げていく。  
スタッフは様々なオプションを動画で提案するが、

このサービスでは、感情フィードバック機構を投票に

利用することで、多くの人が良いと感じたオプション

を特定することができる。  
4 人はスタッフの助言を得ながら旅行プランを確定、

スタッフが宿泊施設などの手配を行うと共に、4 人の

携帯電話には旅程表などの旅行に関する情報が送信さ

れる。  
 

4. コミュニケーションシステムの機能  
前章において示したユースケースを実現するため

に必要なコミュニケーションシステムの機能設計を行

った。本章では、主な機能について説明する。  
 

4.1. コミュニケーション機能  
コミュニケーション機能の概要を次に示す。  

 複数端末間セッションにおける双方向の音声

通話をサポート。  
 P2P 型アーキテクチャ。  

コミュニケーションシステムは不特定多数で同期

する利用ではなく、家族や友人などの特定少数で利用

することを想定している。そのため、最大 10 端末程度

の多地点接続が可能で、現用のインターネットでも高

音質・低遅延の双方向音声通話が行えることが望まし

い。  
一方で国民的に関心を集めるイベントの中継が TV

で行われる場合等には、日本全国で何万ものコミュニ

ティが林立する事態が想定される。この想定に基づけ

ば、通信層においては、特定のサーバに負荷の集中す

ることがない P2P 型のアーキテクチャを採用すべきで

ある。  
P2P 型アーキテクチャを採用する通信基盤としては、

Skype や Soba フレームワークなどが挙げられるが、今

回の実装では Skype API を採用し、コミュニケーショ

ン機能の実現を行っている。また、将来的に種々の通

信基盤に対応するために、通信ラッパー層を設けた。  
 

4.2. サービス同期視聴機能  
サービス同期視聴機能の概要は以下のとおりであ

る。  
 セッション中の端末において、サービスの同期

視聴を行う。  
 ホスト端末から定期的に同期信号を配信し、他

端末において同期補正を行う。  
 ホスト端末のサービス利用操作に応じて、トリ

ックプレイ・画面遷移等の操作制御を行う。  
従来の TV が提供するサービスと言えば、TV 番組に

限られたが、近年の TV はネットワーク接続機能をも

ち、多種多様なサービスを提供する。理想的には TV
が提供するあらゆるサービスを複数端末間で同期、共

有し、コミュニケーションを行うことが望ましいが、

実際問題としてすべてのサービスについて完全な同期

を実現することは困難である。  
そこで、システム設計においてはサービスラッパー

部を分離し、対象となるサービスに合わせてラッパー

を用意することで、任意のサービスに関して同期を実

現する枠組みを用意した。  
実際にはサービスの種類に応じて、実現すべき /実現

可能なサービス同期のレベルは異なると考えられ、サ

ービス設計時に考慮する必要がある。  
 

4.3. 感情フィードバック機能  
感情フィードバック機能は次の機能を有する。  

 音声によるコミュニケーションを補完する感

情表現のフィードバック画面効果。  
 リモコンないし携帯電話の操作に対応して、即

座にセッション中の全ユーザにフィードバッ

クする。  
感情フィードバックの実現に関しては、数々の手法

が提案されているが、ここでは現状の TV に容易に導

入できる方法として、リモコンで操作可能で、リアル

タイムに感情の動きを表現する、感情フィードバック

機構を導入することとした。  
ユーザは面白いと感じた時に、リモコンの所定のボ

タンを押下する。即座に画面上にその感情の動きが表

示され、他のユーザに雰囲気を伝えることができる。

多くの人がボタンを多く押せば押すほど、フィードバ

ックされる効果は大きくなる。この実現例はあくまで

一例であり、TV に新たなインタフェースが導入され

れば、別の手法も利用できる。  
 

4.4. プレゼンス購読機能  
プレゼンス機能の概要は以下のとおりである。  

 プレゼンス情報を取得する対象のユーザを設

定可能で、対象ユーザの承認を経てプレゼンス

購読が完了する。  
 プレゼンス情報によって対象ユーザのオンラ

イン状況やサービス利用状況を確認できる。  
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図 1: 携帯電話上のコミュニケーションと TV 上のコミュニケーションの連携  

 
コミュニケーションシステムは完全同期型の音声

コミュニケーションをサポートするため、コミュニケ

ーションの当事者がともに TV の前にいなければ、コ

ミュニケーションを開始できない。  
そこで、家族や友人などの遠隔地のユーザの状況を

簡単に把握できるプレゼンス機能を提供し、適当なタ

イミングにおいて、コミュニケーションが開始できる

ようにした。  
 

4.5. 携帯電話連携機能  
携帯電話連携機能は次の機能からなる。  

 携帯電話による操作を可能とし、携帯電話上の

コミュニケーションとのシームレスな連携を

サポートする。  
今やコミュニケーションを考える上で、携帯電話を

抜きにして考えることはできない。TV におけるコミ

ュニケーションを考える上でも、携帯電話のコミュニ

ケーションとどう連携させるかという点が、使い勝手

を大きく左右する。  
携帯電話はパーソナル端末であるため、個人のアド

レス帳やコミュニケーション履歴などの、共有端末で

ある TV では扱いにくい情報を管理できる。携帯電話

で管理されているそれらの情報に基づいて、TV にお

けるコミュニケーションをトリガしたり、操作したり

できることが望ましい。  
図 1 は、TV 上のコミュニケーションシステムと携

帯電話上のコミュニケーションとの相互連携を示した

ものである。ユーザ A、B ともに携帯電話を所持して

おり、携帯電話を介した通話、メール等のコミュニケ

ーションを行っている。携帯電話上から赤外線や

Bluetooth などの PAN (Personal Area Network)を介して、

TV 上のコミュニケーションシステムを操作可能にす

ることで、携帯電話上のコミュニケーションと TV 上

のコミュニケーションが接続される。  
携帯電話に蓄積されたクライアント証明書で認

証・ログインし、ユーザ間で交換したアクセス情報を

TV に送信することでセッションや、サービスに接続

することができる。  
このような携帯電話連携を支援することで、携帯電

話上のコミュニケーションから TV 上のコミュニケー

ションに簡単に移行できる。将来的には、TV と携帯

電話間といった異種間接続も実現することを検討して

いる。  
 

5. モジュール構成  
図 2 はコミュニケーションシステムのモジュール概

要を示したものである。それぞれのモジュールの機能

に関して次に示す。  
 UI 

 ユーザ入力、画面描画等を行う。連携サービ

スの UI、コミュニケーションシステムの UI
も含む。  

 イベント管理  
 各モジュールから与えられるイベントを管

理する。  
 連動管理  

 



 

 各種サービスとコミュニケーションの連動

を管理する。  
 下位モジュールからのイベントに対して、上

位に通知するのか、別のモジュールに指示す

るのか、などを上位から設定することができ、

設定した内容に基づいて動作する。  
 サービス同期管理  

 設定された相手とサービスの状態を同期す

る。  
 矛盾したサービス同期要求に対する調停を

行う。  
 ユーザデータ管理  

 自端末利用ユーザ、およびフレンドリストに

登録されたユーザの静的なユーザデータを

管理する。  
 コミュニティなどのグループ情報も扱う。  

 プレゼンス管理  
 プレゼンス情報の管理、およびプレゼンスデ

ータの送受信を行う。  
 サービスごとにプレゼンス情報を拡張する

ことも可能とする。  
 プレゼンスが変化した際は上位に通知する。 

 コミュニケーション管理  
 コミュニケーションにおけるセッション管

理、ログ管理を行う。  
 コミュニケーション状態を管理し、状態が変

化した際は上位に通知する  
 サービスラッパー  

 連携サービスごとの違いを吸収する。  
 通信ラッパー  

 通信モジュールごとの違いを吸収する。  
 受信したデータを解析して上位モジュール

に振り分ける。  
 連携サービス  

 コミュニケーションシステムと連携するサ

ービス。  

UI

連動管理イベント管理

サービス同期
管理

通信ラッパー

通信連携サービス

プレゼンス
管理

コミュニケーション
管理

ユーザデータ
管理

サービスラッパー

図 2: コミュニケーションシステム概要  

 

 通信  
 実際のデータ通信を行う。  

 

6. 実装  
コミュニケーションシステムのプロトタイプ実装

に当たっては、TV の処理能力上の制約から Windows 
PC 上における実装を行った。プロトタイプの評価をお

えた後、TV 上に実装を行う予定である。図 3 に機器

構成を示す。  
 TV 

 HDMI 経由でバックエンド PC に接続。  
 フル HD(1920x1080)解像度。  

 Windows PC 
 コミュニケーションシステムを実装。  
 赤外線受光ユニットを通して、TV リモコン

のリモコン信号および携帯電話からの赤外

線通信を受信。  
 エコーキャンセル機能付ハンズフリースピ

ーカーを接続。  
 携帯電話  

 プリインストールされている HDMI コントロ

ールリモコンをベースに、コミュニケーショ

ンシステムの操作アプリケーションを実装。 
 電子メールを介して送受信したセッション

へのアクセス情報を管理、赤外線通信で TV
に送信するアプリケーションを実装。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

携帯電話

フルHD TV

HDMI
InternetHome

Network

HDMI

Cellular
Network

Wireless

IR/(Bluetooth)

Windows PC

マイク・スピーカー

図 3: 機器構成  
 

 



 

 

                                                                

7. 考察  
7.1. メディア・リッチネス 

McKinneyらは次にあげる尺度でコミュニケーショ

ンメディアのリッチネス (豊かさ )を評価している [3]。 
1. タイムリーなフィードバックを受発信可能か  
2. 発話とともに様々なノンバーバルな手がかり

を伝えられるか  
3. 感情や他の個人的状況をメッセージに反映可

能か  
4. リッチで多様な言語を利用可能か  
5. 即時のフィードバックを与えられるか  
6. 様々な種類 (言語・非言語 )の情報を扱えるか  
7. 様々な記号 (単語、数字、絵 )を伝えられるか  
8. 要求に応じメッセージをデザインできるか  
この尺度で評価すると、F2F ミーティングが一番リ

ッチネスが高く、次いでビデオ会議、電話、電子メー

ル、FAX、手紙の順となる。メディア・リッチネスは

繋がり感を醸成するのに必要な感情などのノンバーバ

ルな情報を扱うことのできる能力とも言える。  
基本的に同期型システムの方が、リッチネスが高く

なるが、Web は基本的に非同期なメディアであるため、

Web 上のサービスは様々な手を講じてリッチネスを高

める工夫をしている。  
 

7.1. 繋がり感の追及  
図 4 に Web 上の主なコミュニケーションシステムの

一覧を示す。横軸は登場年度、縦軸はコミュニケーシ

ョンの目的を示し、上に行くほど繋がり感が重視され、

下に行くほど、意思疎通が重視される。1995 年以前の

Web1.0 と総括されるシステムは基本的には意思疎通

を目的として設計されているが、2000 年以降の SNS
の普及、2005 年以降のケータイコミュニケーションの

活性化に伴い、繋がり感が重視されるようになってき

ている。  
1997 年 に 登 場 し た Ultima Online 3 以 降 様 々 な

MMORPGが登場しているが、徐々にプレイヤ間のコミ

ュニケーション要素を強めてきている。Second Life 4

や 2008 年に登場予定のPLAYSTATION@Home 5 は、仮

想空間上のコミュニケーションを目的として設計され

ており、双方ともボイスチャットをサポートしている。 
一方、2005 年の YouTube に端を発する動画共有サー

ビスは、動画にタグをつけて共有することが当初の利

用方法だったが、ニコニコ動画によって複数人で同時

に視聴する楽しさが付加された。  
ニコニコ動画は動画上にユーザのコメントを重畳

                                                                 
3 http://www.uo.com/ 
4 http://secondlife.com/ 
5 http://www.jp.playstation.com/ps3/home/ 

表示させるサービスであり、本来非同期である不特定

多数のコメントをコンテンツに同期させて視聴させる

ことで、疑似的な同期を生成するとともに、コメント

の密度によって歓声やブーイングなどの総体としての

感情を増幅させて伝えることに成功している。  
みんなでBIGLOBEストリーム 6 は、アバタを操作し

て、動画共有部屋に入ることができるサービスである。

同じ部屋内にいる人と動画を共有視聴しながら、アバ

タを寝転んだりくつろいだり拍手させたりすることで、

感情などのノンバーバルな情報を伝えることを狙って

いる。動画共有サービスと仮想世界を融合させたアプ

ローチと言える。  
本稿で述べたコミュニケーションシステムは、リア

ルタイムの音声によるコミュニケーションをベースと

していることから、タイムリーなフィードバックを受

発信可能であり、発話の大きさや口調などのノンバー

バルな手がかりを与えることができる。  
TV の有するインタフェースではアバタ操作などの

複雑な操作は行えないが、リモコンを用いた感情フィ

ードバック機構の採用により、ユーザの感情を TV コ

ンテンツに重畳させて、視覚的に表現する機構を備え

る。ユーザは TV 画面に集中していることから、適切

に画面・音響効果を与えることにより、実世界におけ

るコミュニケーション以上に感情を増幅させて伝える

ことも可能と考えられる。  
 

7.2. 実同期コミュニケーションの抱える課題  
図 5 は、縦軸は図 4 と同様にして、横軸にコミュニ

ケーションの応答性をとったものである。また、シス

テムの登場年度を色で示している。これによれば、基

本的に応答性が優れるほど、繋がり感を重視したコミ

ュニケーションに向いていることが分かる。実同期コ

ミュニケーションの方が非同期コミュニケーションに

比べて、よりリッチネスが高く、また、繋がり感を得

やすいと言える。  
ところが最近登場し、人気を博したサービスにおい

て、実同期コミュニケーションを採用した例は少ない。

つぶやき交換サービスであるTwitter 7 や携帯向け SNS
のモバゲータウン 8 は、システム的に同期が強制され

ることはなく、ユーザの意思によって同期的に利用さ

れる選択的同期コミュニケーションとも呼ぶべきシス

テムとなっている。こうしたコミュニケーションは俗

に「ゆるい」コミュニケーションと呼ばれる。  
 

 

 
6 http://labs.broadband.biglobe.ne.jp/neo/ 
7 http://twitter.com/ 
8 http://mbga.jp/ 
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実同期コミュニケーションは、相手に応答すること

を強制されることから、ユーザに心理的ストレスをか

ける可能性がある。Twitter に代表される選択的コミュ

ニケーションはこうしたストレスを軽減する効果があ

ると考えられる。実同期コミュニケーションを考える

にあたり、実同期という特性上発生するストレスをど

う軽減するかが一つの課題になる。  
一方、ニコニコ動画はコンテンツ時間に同期するこ

とで疑似的な同期を発生させる疑似同期コミュニケー

ションと言える。これは実同期コミュニケーションに

求められる、同じ時間、同じ場所にいなければならな

いという制約を排除する効果がある。  
逆にいえば、実同期コミュニケーションでは、ユー  

ザを同じ時間、同じ場所に集める動機付けが必要にな

る。MMORPG ではシナリオにそったミッションがそ

の動機付けとなっていたが、そうした動機付けを持た

ない Second Life は、常時ユーザを集める工夫をしなけ

ればならない。  
つまり、実同期コミュニケーションにはその特性か

ら、少なくとも次の 2 つの課題が存在し、適切な対応

策が必要になる。  
 

1. コミュニケーション継続を強制されるストレスの

軽減  
2. ユーザを特定の時空間に集結させる動機づけ  

 
 今回試作したコミュニケーションシステムは、音声

による双方向のコミュニケーションを行う実同期コミ

ュニケーションシステムであり、複数端末間で TV 番

組などの同一のサービスを同期して利用しながらコミ

ュニケーションを行える。  
 基本的に TV 番組などのサービスの利用がユーザの

主目的となり、コミュニケーションはサービスに付随

するものであるので、コミュニケーションが強制され

ることにはなりにくい。  
 また、TV 放送という番組表に従ったサービス提供

形態は、ある TV 番組を見るためにユーザを同一時間、

同一サービスに集結させる効果を有する。  
 また、本コミュニケーションシステムはプレゼンス

機能を有し、コミュニケーション相手の現在の状態を

簡単に知ることができるため、Web サービスのような

時間的動機付けがないサービスを利用する際にも、簡

単に落ち合える。基本的には家族や友人などの特定少

数から構成されるコミュニティによる利用を想定して

おり、不特定対数を対象とするサービスと比べて動機

づけに関する問題は少ない。 

 以上のように、本コミュニケーションシステムは、

実同期コミュニケーションという形態を採用している

ものの、その課題を回避しており、ユーザに受け入れ

られやすいと考えられる。  
 

8. まとめ  
 将来の TV におけるサービス利用像について検討し、

複数端末からなるコミュニティで単一のサービスを同

期して利用しながら、音声によるリアルタイムコミュ

ニケーションが行える TV 上のコミュニケーションシ

ステムの設計とプロトタイプの実装を行った。  
今後、当プロトタイプシステムのユーザ評価を行い、

具体的な商品・サービス展開を検討する予定である。  
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