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インターネット上での音声メディアの利用者の増加に対し，世界の放送局はAIアシスタント（人工知能による音声
アシスタント）を搭載したスマートスピーカーを通じて，利用者への浸透を図る戦略を立てつつある。ネットでの音声
メディアの利用は，当初はパソコン，次いでスマートフォンなどの携帯端末だったが，AmazonやGoogleなどの巨大
IT企業がスマートスピーカーを開発し，利用が進んでいる。放送局もスマートスピーカーを意識したコンテンツに取
り組んでおり，全米公共ラジオ局NPRのほか，イギリスの公共放送 BBCでもスマートスピーカー向けのコンテンツ
を展開している。また日本国内では，スマートスピーカーもターゲットとしたキャンペーンが始まっている。本稿では
さらに，SpotifyやAmazon Musicといったコンテンツ提供事業者も取り上げながら，音声メディアの現状と将来の
可能性を概観した。

放送の視点からみた，スマートスピーカーと
音声メディアの現状と可能性

国際放送局  堀　亨介　　

はじめに

2020年初めからすでに2年以上にわたり続く
新型コロナウイルスの影響により，社会のさま
ざまな側面が変化をしている。筆者は2021年
6月までNHK放送文化研究所のメディア研究
部におり，そのころから新型コロナと音声メディ
アの関係をウォッチしてきたが，こうした中で
インターネット上での音声メディアにも変化が起
きていることが見えてきた。新型コロナの拡大
の影響から世界中で在宅時間が拡大の傾向に
あるが，これに比例してエンターテインメントや
ニュースを求めてネット音声メディアを利用する
人が増加しているのだ。

ネット音声メディアを聴取するには現在，ス
マートフォンが最も手軽な機器となっているが，
ここ数年，ユーザーが声で指示することで音
楽やニュースを聞くことができるスマートスピー
カーと呼ばれる機器の利用も増加している。放
送局からスマートスピーカーへのアプローチも世
界で進んでおり，イギリスのBBCやアメリカの
NPRといった公共放送も，スマートスピーカー

向けの環境の構築をさまざまに試みている。
今回は主にネットなどで公開されている海外

の情報をもとに，ネット音声メディアとスマート
スピーカーの特性や利用形態を整理し，今後
の可能性などを，放送局の観点から概観する。

1. ネット上での音声メディア

1-1　音声メディア市場の動きと新型コロナ

2020年ごろからアメリカ発の音声 SNS，
Clubhouseが世界的に注目を集めた。日本で
も一時はSNS上に「招待してください」という
投稿があふれていた。その後はブームも落ち
着いたが，音声メディアへの関心は高まり続け
ている。

日本国内を見れば，長期にわたって聴取者
の減少が続いていた 1）ラジオにあって，NHKと
民放のラジオがネット経由で聴取できるradiko
のユーザー数が，2020年3月以降に大きく増
加。それまでおよそ750万人だった月間利用者
数が4月以降は900万人を突破している2）。世
界に目を向けてみると，2021年にオランダ，ス
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ペイン，ドイツ，フランスで実施された，新型
コロナと音声コンテンツについての調査によれ
ば，いずれの国でも新型コロナによって，程度
の違いこそあれ音声コンテンツの利用が増加し
ているとの結果となっている 3）。

こうした動きからは，新型コロナの拡大によ
り在宅時間が伸びたことにより，音声コンテン
ツを利用する機会の増加をもたらしているとい
うことが見て取れる。

1-2　ストリーミングとポッドキャスト

拡大するネットの音声メディアだが，その主
な提供形態は，ストリーミングと呼ばれる，コ
ンテンツをユーザーが所有できない方式と，
ポッドキャストに代表されるユーザーが簡単に
保存できる方式の2つに大別される。

1-2-1　ストリーミング

ストリーミングは，1990年代半ばに登場した
ネット上の音声配信技術で，音声データを「ス
トリーム（流す）」方式でユーザーに届けること
を特徴としている。一般的には，ラジオと同じ
ようにコンテンツを流し続けるライブストリーミ
ングのほか，音楽配信のように楽曲をユーザー
が所有できないような形で提供するサービス
も，ストリーミングに含まれる。

主なストリーミングサービスには，Spotifyや
Amazon Music，YouTube Musicなどがある。
こうしたサービスの多くは，音楽をストリーミン
グする合間に音声広告が挿入される無料版と，
音声広告が入らず音楽が途切れることなく聞き
続けられる定額制有料版（サブスクリプション）
の2 種類があり，現在ではCDに代わる音楽
流通のけん引役にもなっている。

1-2-2　ポッドキャスト

ストリーミングの登場以前から，ネット上で
音声コンテンツを提供する方法としてWAVや
MP3といった形式の音声ファイルをダウンロー
ドする方法があったが，番組音声などを録音し
たMP3ファイルと，その番組の更新情報など
を記述したRSSと呼ばれる情報ファイルをセッ
トで公開し，ユーザーはRSSを定期的にチェッ
クすることで，MP3ファイルが更新されたこと
を確認し，その情報に基づいて最新のMP3
ファイルをダウンロードして聴取するというポッ
ドキャストが，2000年代に考案された。

当時は，いったんパソコンにダウンロード
した番組の音声ファイルを小型メディアプレー
ヤーにコピーし，通勤や通学の車や電車の中
で聞くというスタイルで，ポッドキャストがブー
ムとなった。

その後，しばらくは下火となっていたポッド
キャストだが，2010 年代後半に入り，アメリカ
で話題となった調査報道番組『Serial（シリア
ル）』4）に代表される魅力的なコンテンツが登
場したことから，欧米で再びブームとなってい
る。なお現在では，スマートフォンにインストー
ルしたアプリで直接，音声ファイルをダウン
ロードして聴取する方法が一般的だ。

ポッドキャストはユーザーが音声ファイルを
所有できるため，音楽のように権利処理が難し
いコンテンツは扱いにくい。そのためポッドキャ
ストには音楽そのものの配信や音楽番組は少
なく，ニュースやトークといった権利関係が比
較的問題とならないようなコンテンツが主流と
なっている。

また，高額なエンコーダーや大規模な配信
サーバーが必要なストリーミングとは異なり，
ポッドキャストは個人レベルのウェブサーバーで
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も配信が可能である。このほか，ポッドキャス
トを無料で配信してくれるサービスなどもあり，
個人がトーク中心のポッドキャストを公開し，
ポッドキャスターとして人気を博しているケース
も見られる。

1-2-3　マネタイズが容易なストリーミングと

　　　   難しいポッドキャスト

ストリーミングはコンテンツをダウンロードで
きず，著作権や海賊版対策が容易なため音楽
ビジネスに適している。その一方でポッドキャ
ストは保存や拡散が簡単にできてしまうため，
音楽著作権などの問題が生じやすくビジネス化
が難しい。その結果として，ポッドキャストは
ニュースやトーク番組といったジャンルを中心
に広がってきた。しかし，個人のポッドキャス
トが人気となることで，音声広告と組み合わせ
た形でのビジネス展開が生まれつつある。

なお最近は，ポッドキャストという分類なが
ら利用者が音声ファイルを自由に保存すること
が難しく，ストリーミングとポッドキャストの中
間に位置するようなサービスも登場している。
こうした中には，人気ポッドキャスターを囲い
込むことで新たなビジネスモデルの構築をねら
うサービスもあり，2020 年にはSpotifyがアメ
リカの有名ポッドキャスターと1億ドルを超える
高額な契約を結んだと報じられた 5）。

1-3　放送局とネット音声配信

放送局，特に聴取者の減少に苦しんできた
ラジオ局においては，新たな聴取者の確保を
模索する中で，ネットの黎

れいめい

明期からストリーミン
グやポッドキャストといった配信方法を積極的
に取り入れて，コンテンツ展開を行ってきた。

ストリーミングについては，この技術が開発

された当初から放送局でも広く利用されており，
現在もイギリスのBBCをはじめ世界中の放送
局で広く採用されている。日本でもNHKや民
放ラジオ局が，ストリーミングによるサービスを
実施している。

ポッドキャストも，ストリーミングと同様に行
われている。BBCニュースを例に見ると，語
学学習者も含め，全世界に多くのユーザーが
存在し，世界で最もよく知られたポッドキャス
トの1つとなっている。日本においてもNHK
ニュースや民放のトーク番組など，さまざまな
コンテンツの提供が行われている。

1-4　音声メディアと巨大IT企業

こうした放送局系のネット音声メディアに対
し，ビジネスとしてかなり先行してきたのが，
欧米の巨大 IT企業である（表1）。

Googleは，検索サービスの延長線上として
パソコン，スマートフォンなどに向けたポッド
キャストの紹介サービスを展開する一方，独自
のスマートスピーカー Google Nestの開発と販
売も行っている。

Amazonは，オンラインサービスのAmazon 
Musicで，定額の音楽ストリーミングと無料の
ポッドキャストを提供し，さらにパソコン，ス
マートフォン，スマートスピーカーでも積極的に
展開を進めている。特にスマートスピーカーの
Amazon Echoは，アメリカで所有されている
スマートスピーカーの72％を占めているという
データもある 6）など，全世界のスマートスピー
カー市場をけん引している。

Appleも，パソコン，スマートフォン，スマー
トスピーカーと多角的に展開している。Apple
はそもそも，2000年代のiPodをはじめ，巨大
IT企業の中では最も早くから音声コンテンツビ
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サービス ハードウェア

音楽配信 ポッドキャスト パソコン スマートフォン・
タブレット スマートスピーカー

Amazon 有料／無料 〇 × △※ 〇

Google 有料／無料 〇 〇 〇 〇

Apple 有料 〇 〇 〇 〇

Meta × × × × ×
※アンドロイドOSをベースにカスタマイズした端末を開発

ジネスを推し進めてきた。なお，Appleでは自
社のエコシステム内，つまりApple製品のみで
の音声コンテンツ展開に重点を置いているとい
う特徴がある。

一方，Meta（旧Facebook）は，SNSとポッ
ドキャストの連携などはあるものの，音声コン
テンツにはそれほど積極的に取り組んではい
ない。

1-5　ネット音声メディアの聴取

ネット音声メディアを利用するには，パソコ
ン，スマートフォン，スマートスピーカーの3 種
の機器が一般的と言える。ここではその特徴
を見てみる。

パソコンは，ネット音声メディアを聴取するた
めに最も古くから利用されている機器で，ウェ
ブブラウザーを使って音声コンテンツを利用す
る方法が基本だ。パソコンは，そもそもさまざ
まな用途に使える汎用的な機能を特徴とする
が，その一方で容易に音声コンテンツが違法に
ダウンロードされてしまうなど，著作権上の問
題やビジネス展開の難しさがあり，スマートフォ
ンが登場して以降は従来ほど積極的に展開さ
れているとは言いがたい。

スマートフォンは，音声メディアの聴取におい
て，現時点では最も利用されている。パソコン
と同様にウェブブラウザーを通じてさまざまな

音声コンテンツにアクセスすることももちろん可
能ではあるが，アプリという形態が導入されて
いることで，違法コピー対策などを施しつつコ
ンテンツを手軽に提供できる点もあり，最も活
用されている。イヤホンなどを使い，個人で音
声コンテンツを楽しむ形式が主流だ。

これに対し，スマートスピーカーによる聴取
はラジオに似ており，部屋に設置しているス
マートスピーカーを1人，あるいは家族など数
人で一緒に聞く形態となる。

つまり，個人で主に通勤途上など移動中に聞
くような使い方が基本となっているスマートフォ
ンと，自宅でくつろいだり家事をしたりしなが
ら，また家族と一緒に聞くこともできるスマート
スピーカー，クリエイティブな作業を行うなど
何らかの目的を持っている人向けのパソコンと，
機器ごとに音声コンテンツの聴取には違いがあ
ると考えられる。

2. スマートスピーカーとは

ここからは，最近利用者が増えつつあるス
マートスピーカーについて，その概要や戦略，
個別のサービスについて見ていく。

2-1　デバイス概要

スマートスピーカーは，スピーカーとマイクを

表1　巨大 IT企業の音声メディアへの取り組み
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表 2　Echo 指示例

ジャンル 指示

音楽 ○○○（アーティスト名）をかけて

ニュース ニュースを再生して

ラジオ 〇〇〇（番組名）のポッドキャストをかけて

知識 シーザーサラダのレシピを教えて

言語・翻訳 牛乳は英語でなんて言う?

家電操作 テレビをつけて※

音声・ビデオ通話 お母さんに連絡して

商品購入 紅茶を再注文して
※連携する機器が必要な場合あり

内蔵しネットに接続して使用する卓上サイ
ズの機器だ。スマートスピーカーは2021
年初めの時点でイギリスでは成人の3人
に1人が利用している7）とされる。またア
メリカでは，2021年6月時点において推
定で1億2,000万台以上が設置されてい
るという調査結果 8）もある。

スマートスピーカーの大きな特徴は，操
作を音声による対話で行うことだ。その
橋渡しを行うのが，AI（人工知能）を活
用したインターフェイス「AIアシスタント」
である。利用者がスピーカーに向かって話しか
けると，その言葉をAIがテキストに変換して
指示の内容を認識し，ニュースや天気予報など
さまざまな情報を音声で提供する。さらには，
利用者が話しかけることで，対応する家電を操
作することや，音楽やラジオ番組といった音声
コンテンツを楽しむこともできる。

AmazonのEcho，GoogleのGoogle Nest，
そしてAppleのHomePodの3 機種が代表的な
スマートスピーカーとなるが，ほかに日本で市
場に出ているものとしてはLINEのCLOVAが
ある。そのほか日本での入手は困難だが，中
国製のスマートスピーカーも多数存在している。

Statistaの調査によれば，世界において
AmazonのEchoは，2021年4 ～ 6月 に1,060
万台が出荷され 9），同年7 ～ 9月にシェアは
26.4％とトップになっている10）。

2-2　主なスマートスピーカーと戦略

2-2-1　Amazon Echo

AmazonのEchoは，2014年11月に発 表さ
れた世界初のスマートスピーカーだ。「Alexa（ア
レクサ）」と名づけられたAIアシスタントを内
蔵し，スマートスピーカーを起動するための呼

びかけ（ウェイクワードと呼ばれる）は，「アレク
サ」となっている。指示するときは「アレクサ，
〇〇をして」という形式で行う。「アレクサ，天
気を教えて」と指示すれば「今日の渋谷区の天
気は晴れです」というような音声での回答があ
る。アレクサへの指示は，表2の例のようになっ
ている。なお，ウェイクワードはアレクサのほ
か，数種類の中から選ぶことができる。

Echoは現在，スピーカーのみのモデルのほ
か，液晶モニターつきモデルや車載モデルな
ど，数種類が入手可能だ。またスマートフォン
のアプリと似た「スキル」と呼ばれる仕組みで，
開発元のAmazon以外が機能を拡張すること
が可能となっている。

さらにEchoの特徴の1つとして，Amazon
のオンラインストア経由で買い物をできる機能
がある。例えば「アレクサ，アマゾンでトマト
を注文して」と指示すれば，トマトを宅配便で
届けてもらうことができる。

2-2-2　Google Nest

Google Nestは2016年11月に発売されたス
マートスピーカーだ。当初はGoogle Homeとい
う名称だったが，2019年5月にGoogle Nestに
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表 3　NPR 指示一覧

Echoの場合

名称変更している。
AIアシスタントはGoogleアシスタントと呼ば

れ，ウェイクワードは「OKグーグル」となって
いる。指示するには「OKグーグル，○○をし
て」と呼びかける形式になる。Echoと同様に，
スピーカーモデルと液晶モニターつきモデルが
複数ある。Actions on Googleと名づけられた
アプリ的な機能がある点も同じだ。

検索機能をはじめとする，Googleの持つさ
まざまなネット上のサービスを使うことを前提
に，機能が設計されていることが特徴となって
いる。

2-2-3　Apple HomePod

AppleのHomePodは，2018年2月に発売さ
れた。ウェイクワードは「ヘイ！ Siri（シリ）」。
シリは以前からiPhoneにも搭載されているAI
アシスタントで，指示は，「ヘイ！シリ，○○して」
という形式になる。なお，AmazonやGoogle
とは異なり，HomePodはスピーカーモデルの
みが存在し，モニターつきモデルはない。また
ほかの機種にあるようなアプリ的な機能拡張は
現在のところ搭載されていない。

3. 世界の放送局とスマートスピーカー

スマートスピーカーの広がりを受け，世界の
さまざまな放送局は，スマートスピーカーを意
識したコンテンツ展開を積極的に進めている。
ここではアメリカ，イギリス，日本の放送局の
サービス例を見ることにする。

3-1　NPR

NPR（National Public Radio）は，アメリカ
各地の独立したラジオ局のうち，非営利で公
共ラジオ局として一定の基準を満たした局が参
加している，公共ラジオ局のネットワークだ。
NPRには，およそ1,000のラジオ局が加盟して
いる11）。

NPRはスマートスピーカー上で，ライブスト
リーミング，全国と地域のニュース，ニュースア
ラート，ポッドキャスト，フラッシュニュースと
いったさまざまなサービスを提供している。異
なるNPR局であっても，こうしたサービスは共
通の指示で使用することができるようになって
いる。スマートスピーカーの種類によって使用
できるサービスには違いがあるが，最も機能が

指示 内容

全
般

Play NPR スマートスピーカーがある地点のNPR局のライブストリーミングを開始する

Ask NPR to change my station 「Play NPR」で再生するNPR局を変更する

Play 〇〇〇〇（局名） 特定のNPR局名を指定することで，その局のライブストリーミングを再生する

Play 〇〇（番組名） podcast 指定した番組のポッドキャストを再生する。番組名の後ろにポッドキャスト
とつける必要あり

ニ
ュ
ー
ス

Play the news from NPR 全国とローカルを組み合わせたニュースを再生

Skip 次のニュースへジャンプ

Ask NPR to [fast–forwardまたは rewind] 同じニュース内での早送りや巻き戻し

Ask NPR what’s playing 現在再生中の番組詳細



64 MAY 2022

表 4　インタラクティブニュース指示

豊富なAmazonのEchoへの指示を見ると表3
のようになっている。

3-2　BBC

イギリスの公共放送 BBCも，スマートスピー
カーを利用したサービスを展開している。現
在，全国放送と，各地のローカル放送のすべ
てのライブストリーミングをそれぞれの局名で
呼び出すことができるほか，主要番組のポッド
キャストを番組名で再生することも可能だ。ま
た，BBCニュースを短くまとめて伝えるフラッ
シュブリーフィングも「Play my flash briefing」
で呼び出せる。フラッシュブリーフィングは，
BBC News，BBC Sport，World Service 
News，BBC Minuteといったネットニュース
サービスで展開されている。

3-2-1　インタラクティブニュース

2019年10月にサービスを開始した「インタラ
クティブニュース」は，BBCが初めて提供した
スマートスピーカー向けのニュース速報だ。こ
れまで一方的に聞くだけだった音声ニュースに
対話の要素を取り入れたサービスとなっており，
現在はAmazonのEchoのみだが，最新のヘッ
ドラインを聞いたり，興味のあるストーリーを

深く掘り下げたり，十分に聞いたら次に進んだ
りすることができる（表4）。

BBCは，インタラクティブニュースでは，専
門のチームによって選定されたニュースと，そ
の背景と分析結果を得ることができるとしてい
る。リリース当時にBBCの Voice and AIの
Executive editorであった Mukul Devichand
氏は，「スマートスピーカーのおかげで，技術
的な制限から離れた観点から，もし今ラジオ
が発明されたとすると，どのような存在になる
のかということを改めて考えることができた」
とインタラクティブニュースを評価している12）。

3-2-2　ローカルニュース

BBCのイギリス全国39のローカルニュースと
北アイルランド，スコットランド，ウェールズ向
けの国内ニュースを聞くことができる。なおア
クセス制限のため，日本からは聴取ができな
い。

3-2-3　独自 AI アシスタント

BBCではさらに，スマートスピーカーを含む
さまざまな機器を展開先として，独自のAIア
シスタント「Beeb（ビーブ）」の開発も行ってい
る。現在はベータ版が Windows上で稼働する

Play BBC News インタラクティブニュースへアクセス

Next 次のニュースへジャンプ

Back ニュースを冒頭から聞き直す

Pause 一時停止

Resume 再開

More from the BBC 関連解説やニュースアーカイブにアクセス

のみだが，多くのスマートスピーカーがア
メリカ英語を中心に開発されることから，
イギリス英語による音声の認識なども含め
使い勝手にどうしても問題が生じる中で，
イギリス英語に特化したAIアシスタントと
しての利用を目指している。

3-3　日本のラジオ局の状況

日本国内でもNHKと民放ラジオ局がそ
れぞれ，スマートスピーカーにコンテンツ
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図　スマートスピーカーとコンテンツ提供事業者との関係図

を展開している。
NHKでは現在，主なスマートスピーカー上

で，ラジオ第1・第2，FMのライブストリー
ミングとNHKラジオニュースのポッドキャスト
を展開している。また国際放送でも，外国語
によるライブストリーミングとニュースのポッド
キャストを提供している。

一方，民放ラジオ局も，ライブストリーミン
グとさまざまな番組のポッドキャストを展開し
ている。また2022年2月8日から日本民間放
送連盟（以下，民放連）会員の全ラジオ局で
行われている「スピーカーでラジオを聴こう」
キャンペーン13）においても，ラジオを聴取する
主要機器の1つとしてスマートスピーカーを位
置づけている。

4. コンテンツ提供事業者

4-1　コンテンツ提供事業者とは

スマートスピーカーでは，音楽やラジオ番組
などさまざまな音声コンテンツを利用できるが，
その多くはスマートスピーカー自体が保有して
いるわけではなく，スマートスピーカーとは別
の音声コンテンツに関するサービスが存在して
いる。ここではそうした存在をコンテンツ提供
事業者と呼ぶことにするが，スマートスピーカー
は，こうした複数のコンテンツ提供事業者に必
要に応じて接続することで，多彩な音声コンテ
ンツを提供することができるという設計になっ
ている（図）。
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4-2　主なコンテンツ提供事業者

4-2-1　Spotify

Spotifyは，サブスクリプションの音楽スト
リーミング配信としては世界最大とも言われて
いるサービスだ。パソコン，スマートフォン，ス
マートスピーカーとさまざまな機器で利用する
ことができる。

Spotifyは，スウェーデンのストックホルムで
2006年に誕生し，2008年にサービスを開始し
ている。現在，世界中のレコード会社やポッド
キャスターなどと契約することで，8,200万以上
の楽曲と360万以上のポッドキャストを提供し
ている。広告なしの有料版と広告つきの無料
版の2 種類のサービスを展開しているが，4億
人以上の利用者のうち有料版の利用者は1億
8,000万人にとどまっている。

先にもふれたが，2020年にはアメリカ人ポッ
ドキャスターと1億ドル規模の複数年にわたる
独占契約を結んで，話題となった。無料のポッ
ドキャストでまずは利用者を増やし，そのあと
の有料版利用者と広告収入の拡大をねらって
いる。

4-2-2　Amazon Music

Amazon Musicは，Amazonが運営する音
楽配信・オンラインミュージックストアで，ポッ
ドキャストも聴取可能だ。有料サービスではあ
るが，ポッドキャストは無料で利用することが
できる。

4-2-3　Apple Music

AppleのApple Musicもさまざまなスマート
スピーカーに音声コンテンツを提供している。
Apple Musicは有料のみのサービスとなってい
る。Spotifyと同様の機能が多いが，Spotify

とは異なり，ポッドキャストは別のサービスに
分かれている。Apple製品との親和性が高く，
HomePod等での設定が容易といったところに
強みがある。

4-2-4　YouTube Music

GoogleのYouTube Musicも， 広告なしの
有料版と広告つきの無料版の2 種類のサービ
スを行っている。YouTube Musicでは，アー
ティストの楽曲だけでなく，一般ユーザーが
作ったカバー動画なども，著作権処理をしたう
えで再生可能という点が特徴の1つと言える。

4-2-5　radiko

コンテンツ提供事業者としては，音楽・ポッ
ドキャスト配信を行う主な事業者をいくつか取
り上げたが，放送の視点からはラジオ配信に
携わる事業者にも注目したい。

こうした事 業 者の1つとしては， 日本 の
radikoが挙げられる。 radikoは，ライブスト
リーミングや，過去1週間をさかのぼって番組
聴取ができるタイムフリー聴取などを提供する
共通配信システムで，株式会社radikoが運営
している。サービス開始は2010年だ。NHKと
民放連会員ラジオ局全 99局が参加している。

なお，NHKはNHKオンラインの「らじる★
らじる」内で，2011年よりradikoとは別に独自
のライブストリーミングなども行っている。

4-2-6　TuneIn

アメリカのTuneInは，世界中のラジオ局の
ライブストリーミングとポッドキャストのURL
を公開している，ディレクトリーサービスだ。
radikoとは異なり，配信システムそのものは
提供していない。もともとは2002年に，パソ
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コンに接続して使うラジオチューナー向けのラ
ジオ番組ガイドRadioTimeとして誕生した 14）。
このサービスは現在，12万局以上のライブス
トリーミングと，数百万のポッドキャストをリス
トアップしている。TuneInは多くのスマートス
ピーカーに初期状態で組み込まれているため，
スマートスピーカーでラジオ局のライブストリー
ミングを聴取する多くのケースは，TuneInが
仲介しての利用となっている。

5. 音声メディアとビジネス

5-1　コンテンツ提供事業者間の競争

2021年に行われた，音楽ストリーミングサー
ビスを行うコンテンツ提供事業者についての調
査によれば，第2四半期の時点で，世界で5
億 2,390万人がこうしたサービスに加入してお
り，これは前年比1億950万（26.4％）の増加
となっている。その中でSpotifyは，依然とし
て最も加入数の多いストリーミングサービスと
して31％のシェアを占めているが，サブスクリ
プションの伸び率について見ると，Spotifyの
前年比 20％増に対し，Amazon Musicが25％
増，YouTube Musicは50％以上の増と，競
争が激しくなりつつある15）。

5-2　TuneInと距離を置いたBBC

こうしたコンテンツ提供事業者間の競争の
中で，スマートスピーカーも含むネット音声コン
テンツの方向性にもさまざまな動きが起き，放
送局の展開にも影響が表れている。ここでは
その1例を紹介したい。

2019年8月，BBCはイギリス国 内からの
TuneIn経由によるBBCラジオのライブスト
リーム提供を停止し，BBC自身の配信網にス

マートスピーカーから直接アクセスする方法に
変更した。

BBCのブログによれば，TuneInが BBCの
求めるユーザーデータの収集などに協力をしな
かったことを，その理由として挙げている。

BBC Distribution & Business Develop-
mentのDirectorであるKieran Clifton氏は，
このブログで，TuneInとの関係を見直したこ
とについて述べている。

公共サービスとして，私たちは利用者が

簡単で便利な方法で私たちのプログラムを

見たり聞いたりできるようにする使命を持っ

ている。（中略）さまざまなアプリやスマート

スピーカーやラジオで利用できるが，それを

可能にするためにコンテンツ提供事業者と

の間で契約を締結し，BBCのサービスを最

適化する必要がある。これに関して重要な

部分の1つに，コンテンツ提供事業者から

取得するデータがある。（中略）BBCではコ

ンテンツ提供事業者経由でBBCアカウント

（BBCが管理するユーザーID）にサインイン

できるようにするか，あるいはアクセスに関

するデータをコンテンツ提供事業者から提

供してもらう必要がある。しかし残念ながら

TuneInとは，これらのいずれの実施につい

ても合意に達することができなかった。

しかしこの決定の結果，イギリス国内では，
例えばスマートスピーカーで目覚まし代わりに
BBCラジオをかける機能が使えなくなるなど，
いくつかの不具合が発生することになった。一
方，イギリス以外のユーザーはこれまでと同様
の機能が使えたことから，BBCブログのコメン
ト欄にはこの決定に対する批判などが2,000 件
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以上書き込まれた。
同じブログで，ある利用者は次のように書き

込んでいる。

ユーザーを追跡できないからといって，こ

のサービスを停止にするのか。イギリスでの

BBCのサービスへの対価は，私たちのデー

タによって支払われるのではなく，私たちの

受信許可料によって支払われている。人々

が自家用車でBBCを聞いているときに，そ

れを追跡できないからといってラジオも停止

するのか 16）。

BBCの決定に懐疑的な言葉が見られる。さ
らに別の利用者からも，同様な指摘があった。

イギリス国内で受信許可料を支払ってい

る私は，TuneIn経由でBBCラジオを聞くこ

とができないが，受信許可料を支払ってい

ない海外の人々はそれを聞くことができる。

BBCの経営陣は，この事実を真剣に考慮

すべきだ。

こうした声を受けて同年10月にKieran氏
は同ブログで，対応策をAmazonと進めてい
ることを説明し，12月に入ってBBCのラジオ
をアラームに使えるようにするなど，一部機能
を代替する新たな仕組みを開発した。しかし
Google Nestでは同じ機能が使えないなど，
完全にもとの状態に戻っているわけではない。

5-3　ネットで得られるビッグデータ

ネットなどで収集されるいわゆるビッグデー
タには，ビジネスチャンスがあるとしてさまざま
な分野で活用が進んでいる。

日本でも，視聴率は放送を評価する指標と
して最もよく用いられてきた。しかし，放送局
によるネットを使ったコンテンツ展開が一般的
になる中で，利用者のアクセスデータというビッ
グデータの収集についても2010 年代からアプ
ローチが進んできた 17）。一方，プライバシー
保護などの観点から，民放連が視聴データの
取り扱いについての考え方 18）を明らかにする
といった動きもある。

BBCとTuneInとの事例からは，BBCにとっ
てスマートスピーカーから収集できるビッグデー
タが，重要な指標であることが見て取れる。 
ビッグデータとAIスピーカーの組み合わせは，
BBCの試みをはじめとして，さまざまな可能性
を秘めており，今後の活用例が注目される。

6. まとめ

今回，ネット音声メディアの全体像と，スマー
トスピーカーの現状を放送局の視点を中心に俯
瞰してきた。

ある聴取者がスマートスピーカーを利用す
る1例を考えてみると，自宅でくつろぎながら
ニューヨークのラジオ局が流すクラシック音楽
を楽しみ，ニュースが聞きたいときにはAIア
シスタントに声をかけ，ロンドン発のニュース
の中から自分が必要な部分について詳しい解
説を聞く，というようなシーンがイメージでき
る。こうしたスマートスピーカー向けのサービ
ス展開からは，ラジオの聴取者の減少トレンド
の中で放送局が進めてきた，インターネット時
代における具体的な戦略が改めて確認でき，
音声メディアの新たな段階が見えつつある。

ビジネスの側面では，有料，無料という視
点とは別に，放送局やコンテンツ提供事業者
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といった音声メディアに関わる当事者が，利用
データをビッグデータの一種として所有するこ
とを重要視していることもわかってきた。

実際にスマートスピーカーを使ってみると，
現時点では人間の思ったとおりにAIアシスタン
トが反応してくれないケースも多く，機器とし
てはまだまだ未完成なところが目につく。しか
し，さらなる機能追加や改善が継続的に進む
ことで，スマートスピーカーによって実現するで
あろう，これまでにないサービスが新たな音
声メディアの時代を作り出す可能性を感じた。

（ほり こうすけ※）
※2021年6月まで，メディア研究部所属
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