
2 　MARCH 2016

ら，思い浮かぶのはラグビーだった。選手が
密集するモールやラックで，相手側に倒れ込
みボールが出るのを妨害する反則である。純
粋に辞書的な意味で言えば，「上限を超えて，
法外な」（英辞郎 on the WEB），「常軌を逸し
た，度を超えた」（ジーニアス英和辞典）など
がある。さらに，英語を学ぶ日本人がその語
感から受ける印象には，「頭ごなし」といった
ようなものもある。

そして今，アメリカのテレビメディア界で
最もホットな言葉として使われているのが，
その頭文字をとった「OTT」である。ITを
専門とする在米日本人ジャーナリストに聞く
と，現地では5 ～ 6年前から耳にしていたが，
多くのメディアで急速に取り上げられるよう
になったのはここ2年ほどだという。OTTに
決まった定義はないが，アメリカのメディア

１．はじめに

2016年1月，アメリカのラスベガスで開か
れた世界最大のエレクトロニクスの展示会
CES（Consumer Electronics Show）で，大
きな発表が行われた。Netf l ixが，新たにイ
ンドやロシアなど世界130か国余りでサービ
スを開始したというものである。リード・ヘ
イスティングスCEOは，「皆さんは今，世界
規模のテレビネットワークの誕生を目の当た
りにしている」と述べた。同社はこれで，今
までに展開している国を含めて，世界190か
国以上にサービスを拡大したことになる（中
国は除く）。

日本で放送に関わる人々が「オーバー・ザ・
トップ（Over-the-Top）」という言葉を意識
し出したのはいつ頃からだろうか。少し前な

既存の放送メディアを揺さぶる
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アメリカで「OTT（Over-the-Top）」と呼ばれる新しいサービスがテレビを大きく変えつつある。OTTとは“既存
のケーブルテレビや衛星放送を介さず，インターネット経由で番組やコンテンツを配信するサービス”のこと。代表
的なNetflixはアメリカ国内のみならず，世界190か国以上にサービスを拡大し，ケーブルなどの契約を解除する“コー
ド ・カッター”を生み出し，従来からの放送事業者を脅かす存在となっている。その一方で，ネットワークなどの放
送局やケーブル局も独自のOTTサービスに乗り出し，「コメディー専門」「ヒスパニック向け」など特色を打ち出した
コンテンツで顧客の獲得を目指している。

OTTは，視聴者や制作者にも変化をもたらしている。ユーザー（視聴者）は，スマートフォンやタブレットなど多
様なデバイスで“ビンジ・ウォッチング（まとめ視聴，イッキ見）”するなど，これまでの放送とは違う楽しみ方をして
いる。また，制作者側も番組尺や放送期間，表現方法などで放送より規制の少ないOTTに，番組やコンテンツの
制作・配信面で新たな可能性を見出しつつある。

アメリカでは「ネット中立性」ルールの採用や，「周波数オークション」の実施など，ネット利用の環境整備が進ん
でおり，2016年はOTTをめぐるサービスがさらに加速することが予想される。
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が伝える内容を総合すると“既存のケーブル
テレビや衛星放送を介さず，インターネット
経由で番組やコンテンツを配信するサービ
ス”といったものになる。サービスの概要は
表1に示したが，このOTTが今，アメリカの
テレビを大きく変えつつある。

かつてアメリカでは，テレビはケーブルや
衛星に契約して，家庭の居間で大勢で同じも
のを見るのが一般的だった。しかしデジタル
化が進んだ今では，OTTで配信元から直接，
個々人に多様なコンテンツが届けられるよう
になり，それを自分の好きな時間に好きな場
所で見られるようになっている。そのための
機器も，パソコン，スマートフォン，タブレッ
ト，インターネットテレビなど多岐にわたる。
OTT事業者の中には，短期間で大手の地上放
送ネットワーク，ケーブルテレビ事業者，衛
星放送事業者に匹敵する影響力を持つように
なったものもある。彼らが提供するサービス
は，これまでの映像コンテンツの制作や配信
のあり方を変え，事業収入の形などアメリカ
の放送ビジネスモデルに変化をもたらしてい
る。さらに，それを利用するユーザーの視聴
行動も大きく変えた。その意味ではOTTは旧

来の事業者の“頭ごなし”にコンテンツを届け
るという，これまでの放送の概念を打ち破る

“法外な”サービスと言えるのかもしれない。
本稿では，アメリカでOTTサービスが支

持を集め広く普及した経緯や背景をたどると
ともに，代表的な事業者や最新の動きを概観
し，OTTが今後の放送や映像産業に与える影
響について考える。

構成は以下のとおりである。

1．はじめに
2．地上波/ケーブル/衛星/通信＋OTTへ
3．3大OTT事業者
4．既存メディアの対抗
5．続々登場する新サービス
6．変わる視聴者，制作者
7．デバイスの進化
8．おわりに

２．地上波 /ケーブル/ 衛星 /
      通信＋ OTTへ

アメリカでかつてテレビと言えば，ABC，
CBS，NBCの3大ネットワークに代表される
地上放送が中心だった。戦後，本格的に放
送を始めた地上局は多くの番組やニュースを

提供し，アメリカ国民は3大ネッ
トワークの夕方のニュース番組で
世界の出来事を知り，そのキャス
ターは大統領より影響力があると
も言われた。1980年代に入ると
ケーブルテレビが普及し，それに
ともないスポーツやニュース，ド
ラマ，コメディー，自然もの，子
ども向け，音楽，ドキュメンタリー
など，多くのケーブル専門チャン
ネルが生まれた。アメリカ国民は

名称 内容 サービス例

AVOD
（Ad-supported Video
on Demand）

無料（広告）型
収入源は広告，無料で提供

・YouTube
・Hulu
  　など

TVOD
（Transactional Video
on Demand）

都度課金型
視聴ごとの支払い
ダウンロードして買い取る EST

（Electronic Sell Through）もある

・Amazon Video
・Apple iTunes
・Google Play
  　など

SVOD
（Subscription Video
on Demand）

定額見放題型

・Netflix
・Amazon Prime Video
・Hulu Plus
・CBS All Access
・HBO Now
・YouTube Red
  　など

表 1　米国 OTT サービスの主な種類
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ケーブルに契約することで，何百チャンネル
にも上る選択肢を持つようになった。さらに
90年代になると衛星放送が始まり，2000年代
には通信会社も映像サービスに参入した。代
表的な事業者には，ケーブルではComcastや
Time Warner Cable，衛星ではDirecTVや
Dish Network，通信ではVerizonやAT&T
などがある。

MVPD （Multichannel Video Programming 
Distributor）と呼ばれるこれらの有料放送事業
者は，アメリカのテレビを見る上で欠かせな
い存在となった。それぞれの事業者は契約を
増やすため，テレビ・電話・インターネット
の「トリプルプレー」などサービスの拡充を
図り，事業者間で競争が続いた。それが多種
多様な番組を生み，テレビ産業の活性化をも
たらした。近年までアメリカのテレビ所有世
帯は，約9割がケーブルや衛星に契約し，地
上放送のみを受信している世帯は1割程度と
言われている。

しかし，有料放送事業者が力を持つこと
は“弊害”も生んだ。そのひとつが，高額な
利用料金である。ケーブル事業者はいくつか
のチャンネルをまとめて提供する“バンドル

（bundle，束）”という方法で視聴者と契約す
る。「ベーシック」と呼ばれる最も少ないコー
スでも30チャンネル程度，多いものでは数
百チャンネルに上るコースもある。スポーツ
や映画などのプレミアムチャンネルを加える
と，さらに別料金が加算される。最近では，
有料放送契約者が1か月に支払う料金の平均
は100ドルを超えるとも言われる。利用者は，
いわば“ほとんど見ない多くのチャンネル”
にも料金を払わなければならず，そうした契
約形態に長年不満を募らせてきた。

高額なケーブルや衛星を解約しない（でき
ない）理由としては，多くの場合，ケーブル
会社や衛星会社がその地域で独占企業に近い
形になっていることに加え，昔からケーブル
や衛星に契約してテレビを見るという習慣が
根づいていること，さらに，無料だが限られ
た内容の地上放送の受信だけでは満足しない
人が多いことなどがあげられる。

利用者からは，見たいものだけを選んで料
金を低く抑える“アラカルト方式”などの要望
もあったが，有料放送事業者は手間がかかる
上に収入が減る方式の導入に消極的だった。

そうした状況に風穴を開けたのが，イン
ターネットの普及と，テクノロジーの進化に
裏打ちされたOTTサービスの登場である。
これまでの“電波”や“ケーブル”，“衛星”を
介した番組の送信方法に，新たに“ネット”
が加わり急速に普及していった。

３．3 大OTT事業者

図1と図2は，ニールセンが発表した年齢
層別の「テレビ視聴時間」と「オンラインビ
デオ視聴時間」である。棒グラフの左が2014
年，右が2015年である。テレビ視聴時間の
方は2014年より2015年が減り，逆にオンラ
インビデオ視聴時間の方は2015年が増えて
いる。また，テレビ視聴は10代から20代が
最も少ない「V字型」になっており，逆にオ
ンラインビデオ視聴の方は，10代から20代
が最も多い「逆V字型」になっている。若者
層を中心に，視聴対象がテレビからオンライ
ンに移っていることがわかる。そのオンライ
ンビデオ視聴の多くを占めるのがOTTによ
るものである。
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現在のアメリカでOTTサービスを牽引して
いるのは，よく知られているNetflix，Hulu，
Amazonの3つの事業者である。

Netflix
最大手のNetflixの事業開始は1997年。最

初は郵送でのレンタルDVDが中心だった
が，2007年からネット配信を始め，月額8ド
ルで見放題のSVODサービスで人気を得た。
同じユーザーであれば，パソコンからスマー
トフォンなどへ機器を替えても，番組を途中
から継続して見られるマルチデバイスに対応

するなど，ストリーム配信ならではの特徴が
ある。

便利で安価な定額見放題というサービスで
契約者を増やしたNetflixは，2012年頃からオ
リジナル作品の制作に力を入れ始めた。理由
は，同様のサービスが増える中で，ほかの事
業者との違いを出す必要が出てきたことに加
え，コンテンツの獲得競争が激しくなったこ
ともあるとみられる。オリジナル作品の代表
例に，多額の制作費をかけ，2013年にエミー
賞を獲得した政治ドラマシリーズの『House 
of Cards』がある。従来はテレビ局が受賞の常
連だった賞を，OTT事業者のNetflixが初め
てとったことは当時，大きな話題になった。

同社はまた，米国内での契約者が増えるの
と並行して，2010年から海外への展開を始め
た。隣国カナダを手始めに，中南米，ヨーロッ
パ，オセアニア，そして2015年9月にはア
ジアで初めて日本でもサービスを開始した。
2015年12月末現在，米国内の4,500万を含め，
世界60か国で約7,500万人が加入しており，
冒頭に述べたように2016年1月，さらに世界
130か国余りにもサービスを拡大した。

Hulu
2008年サービス開始のHuluは当初，その新

しいビジネスの形態で注目を集めた。それは，
有力ネットワークのABC，NBC，Foxのそれぞ
れ親会社であるWalt Disney，NBCUniversal

（現Comcast），News Corporation（現 21st 
Century Fox）の巨大メディアコングロマリット
3社が共同で設立した，ネット配信を目的とした
事業だったからである。Huluの特徴は，出資し
たネットワークなどが制作した番組を「放送直後
から見られる見逃しサービス」であるという点で，

図 1　年齢層別テレビ視聴時間

図 2　年齢層別オンラインビデオ視聴時間
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それがアーカイブ作品中心のNetflixとの違い
だった。元々は，当時横行していたテレビ番組
の違法投稿動画に対抗して，合法コンテンツ（番
組）を提供する目的があった。しかし，一時期
Huluの事業は伸び悩み，何度か売却の話も出
たが，親会社からの資金援助もあって，最近で
はコメディー番組などを中心に業績を盛り返して
いる。契約者数は公表されていないが，現地メ
ディアによると900万程度とみられている1）。無
料のHuluと，月8ドルのHulu Plus（広告つき），
広告なしの12ドルのオプションもある。アメリ
カ以外では2011年に日本に初めて進出したが，
3年後に日本テレビに売却された。

Amazon
Amazonの動画配信は，上記2社と大きく

異なる点がある。世界最大のネット通販企
業のAmazonは，年会費99ドルの「Amazon 
Prime」会員向けの特典として，商品の無料配
送などと並んで，映像コンテンツの配信サー
ビス（Amazon Prime Video）や音楽配信サー
ビス（Amazon Prime Music）を行っている。
つまり，Amazonでは映像配信単体で顧客の
獲得を目指すのではなく，映像，音楽，物流
を含めたAmazon全体のサービスの価値を上
げることでPrimeの会員を増やすことを目的
にしているとも言える。

最初は書籍のネット販売から始まった
Amazonには，従来からのDVD販売や1回の
視聴ごとに料金をとる都度課金型（TVOD）
のサービスもあるが，現在ではSVODに力を
入れ，独自コンテンツ制作にも乗り出してい
る。2015年1月には，心と体の性が一致しな
いトランスジェンダーの父親の一家を描いた
オリジナル作品の『Transparent』が，ゴー

ルデングローブ賞を受賞した。映像配信事業
は現在，アメリカをはじめ，イギリス，日本

（2015年9月開始）など5か国で実施している。
アメリカ本国のPrimeの加入者数は公表され
ていないが，現地のメディアは2015年7月で
約4,400万で，動画配信の利用者はNetflixに
次いで2番目に多いと伝えている 2）。

こうした新しいサービスの台頭と普及で，
アメリカ国内ではケーブルテレビや衛星放送
の利用者が契約を解除する「コード・カッ
ティング（cord-cutting）」の動きがみられる
ようになった。また，解約に至らないまでも，
契約内容を縮小して安いコースにする「コー
ド・シェービング（cord-shaving）」や，若
者を中心に，はじめからケーブルや衛星に契
約せず，見たい番組やコンテンツはすべて
ネットで調達する「コード・ネバーズ（cord-
nevers）」なども登場し，既存の有料放送事業
者の脅威となっている。

４．既存メディアの対抗

このような動きに，既存のメディア企業も
新たなサービスで対抗しようとしており，代
表的なものに「TV Everywhere」がある。ケー
ブル事業者などが行っているもので，セッ
トトップボックス経由で配信して家庭のテレ
ビで見ていた番組を，契約者限定でインター
ネットでも見られるようにするものである。
モバイル端末の普及にともない，屋外のス
マートフォンやタブレットでも見られるよう
にするなど利便性を高めた。

しかし，このサービスには根本的な矛盾と
言えるような問題がある。事業者側からする
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と，ケーブルなどの契約を解除されないよう
にネットでの配信に乗り出したものの，元々
ケーブルや衛星の契約を継続している人（解
約しない人）は全般に年齢層が高く，モバイ
ルなどでのアクセスの需要は若い人ほど多く
ない。一方，若者は高額な料金を嫌ってケー
ブルなどに加入しないため，ネットでコンテ
ンツを見られるからといって，改めてケーブ
ルに加入することは考えにくい。つまり，対
象がはっきりしない，どっちつかずのサービ
スと言える。利用するために契約番号を入力
するなどの認証作業も煩雑で，利用者には敬
遠されがちであり，TV Everywhereは開始か
ら3年以上が経つが，利用率は低迷している。

５．続々登場する新サービス

そうした中で，ここ1 ～ 2年活発になってい
るのが「既存メディア自身が始めたOTTサー
ビス」の流れである。その特徴を説明する際
にしばしば使われるのが，“stand-alone（独立
の，独自の）”という言葉である。つまり，従
来の放送からは独立した形で，独自にインター
ネットで番組やコンテンツを配信しようというも
ので，ケーブルや衛星に契約していない若者
層が主要ターゲットである。TV Everywhere
のように“契約者限定”などの条件はなく，加
入から視聴に至るまでの手続きは極めてシン
プルで，解約も簡単にできる。特にここ1年ほ
どで多くのサービスが始まり，一定の支持を
集めてビジネスとして成り立つことが明らかに
なるにしたがって，既存のメディアは「放送＋
OTT」と2足のわらじをはくところが増えてい
る。ここでは，その中からいくつか特徴的な
サービスを取り上げる。

CBS All Access
CBS All Accessは4大ネットワークのひと

つCBSが，2014年10月に開始した。月6ドル
でCBSのドラマやドキュメンタリーなどの見
逃し視聴と番組アーカイブを提供するもので，
さらにNetflixなどのOTTサービスと大きく
違う点として，生放送中の番組もネットで見
ることができる（もちろんCBSとその系列局
に限る）。つまり，「CBSブランドの過去と現
在のコンテンツを月額6ドルで提供する」もの
で，4大ネットの中では唯一の有料サービス
である。ほかの3つのネットワークにはHulu
という「出し口」があるが，それを持たない
CBSは独自のアプローチをとった形である。
　CBSは元々『I Love Lucy』に始まり，『Star 
Trek』『Twilight Zone』『60 Mimutes』など数
多くの人気番組を送り出している歴史ある放
送局だが，最近ではインターネット展開も積
極的に行っている。CBSというひとつの名門
チャンネルに月6ドルを払って見るほどの価
値をどのくらいのアメリカの視聴者が見出す
か，日本人にはなかなか判断が難しいところ
である。

CBS All Access 加入のための画面

MARCH 2016
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HBO Now
HBOは凝った作りのドラマや映画，ス

ポーツなどを売りにする1972年設立の老舗
のケーブル専門チャンネルで，視聴するに
は別料金を払うプレミアムチャンネルの代
表格である。HBOでは2010年からケーブル
などで「HBO Go」という契約者向けのTV 
Everywhereを行っているが，2015年4月に
新たにstand-alone型のHBO Nowも始めた。
HBOの最大の強みはその豊富なコンテンツ群
で，『Sex and the City』や『The Sopranos』，
最近では『Game of Thrones』など多くのヒッ
ト作を生み出している。HBO Nowではそう
した作品をほぼ見ることができるが，ボクシ
ングのタイトル戦など一部のスポーツ中継は
提供していない。いわばオーソドックスな
VODサービスと言える。利用料は月15ドル
と，ほかのOTTサービスに比べて高い。

HBOはさらなるコンテンツの充実を目指
し，長年，公共放送PBSで放送されてきた人
気の子ども教育番組『Sesame Street』の新
シリーズの放送権を獲得した。また，若者の
絶大な支持を得ている風刺ニュース番組の元

キャスター，ジョン・スチュワートと4年契
約を結ぶなど，HBO Nowのサービスと合わ
せて新たな視聴者，特に若者層の開拓を目指
している。

Univision NOW
Univision NOWは，アメリカ最大手のス

ペイン語放送局Univisionが2015年11月に開
始したスペイン語コンテンツ専門のOTTで
ある。アメリカ国内ではヒスパニック系住民
が急増しており，Univisionの視聴者数は4大
ネットワークに次ぐ規模とも言われている。
NOWの料金は月6ドル，あるいは年60ドル。
Univisionと，系列のUniMasの生放送を見ら
れ，スペイン語圏で人気のテレノベラ（連続
ドラマ）などの番組を放送から1週間，生番
組は放送から3日間さかのぼって見逃し視聴
できる。また，北米で最も視聴率が高いメ
キシコのサッカーリーグLiga MXの試合や，
ニューヨーク，ロサンゼルス，ヒューストン
などヒスパニック系住民が多い都市のローカ
ルニュースも見ることができる。Univisionで
は，ヒスパニック系住民は平均年齢が全米平
均より若く，スマートフォンの利用率も高い
ことから，ネットで展開するNOWは重要な
サービスになるとみている。

HBO Now 加入のための画面
Univision NOW のスマートフォンアプリ
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Seeso（NBC）

NBCUniversalが 2016 年1月に始めたば
かりのSeesoは，コメディー番組に特化した
OTTサービスである。料金は月4ドルと，ほ
かに 比べて安 い。NBCには， 古くは映 画

『Blues Brothers』で人気となったコメディア
ンの故ジョン・ベルーシを生んだ『Saturday 
Night Live（SNL）』などのコメディー番組の
伝統がある。Seesoでは，SNLやイギリスの

『Monty Python』などの古典的作品に加え，
オリジナルの新作コメディー番組も提供する。
同社の幹部は「リビングでリラックスしたい
ときにOTT で最も必要とされるものは何か，
それは“良質な笑い”だ」と述べ，オンデマ
ンドでのコメディー番組の強みを強調した。
ケーブルに契約していない若者はもちろん，
契約している人も追加で加入して見るサービ

スとして，低価格のSeesoの需要は多いとみ
ている。

以上のように，CBSは「老舗ブランドのアー
カイブとライブ」，HBOは「ドラマを中心とし
た豊富なコンテンツ」，Univisionは「ヒスパ
ニック向けコンテンツ」，NBCのSeesoは「コ
メディー」というふうに，それぞれ特徴を持っ
たサービスを展開している。NetflixやHuluが
いわば“総合編成”的だとすれば，これら4つ
を含む新しいOTTサービスは“専門チャンネ
ル”的とも言える。そこに，影響力の大きい3
大OTT事業者との棲み分け，あるいはニッチ
戦略のようなものをみることができる（表2）。

また，放送で出すものをネット（OTT）で出
すことは，ケーブルなど既存の契約減少に拍
車をかけないかという，いわゆる“共倒れ”へ
の懸念もあったが，ほとんどのメディア企業
にとってネット配信は今や必須であり，コンテ
ンツを出せるところにはすべて出すという「マ
ルチスクリーン」の考え方に立っている。

６．変わる視聴者，制作者

視聴者側の変化についてもみてみる。OTT
がこれまでの放送と最も異なる点は，見るコ

ンテンツ，見る場所，見る時
間，見る機器をユーザー自身
が決められるという点である。
これまでは放送局が決めてい
た「番組編成」の考え方から視
聴者が自由になったとも言え
る。そうした変化を象徴的に
表すのが“ビンジ・ウォッチ
ング（binge-watching＝まとめ

Seeso 加入のための画面

サービス 料金（月） コンテンツ例

CBS All Access 6ドル CBS のアーカイブ，ライブ放送

HBO Now 15ドル HBO のオリジナル番組，映画

Showtime 11ドル Showtime のオリジナル番組

Noggin 6ドル 子ども向け番組

Univision NOW 6ドル スペイン語コンテンツ（アーカイブ，ライブ放送）

NBC Seeso 4ドル コメディー番組

BBC 未定 英 BBC の番組

表 2　新しく始まった主な OTT サービス

MARCH 2016
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視聴，イッキ見）”と言われるもので，アメリ
カではOTTを語るとき，ひんぱんに言及さ
れる。

ビンジ・ウォッチングは，ドラマのシリーズ
ものや映画を，たとえば忙しい人が深夜や休
日などにまとめて見ることを言い，これまでの
ように週に一度，決まった時間に放送される
番組を習慣的に見るという視聴行動とは大きく
異なる。何本見ても料金は変わらず，リビング
のテレビでの続きを寝室のタブレットで見て，
さらに通勤途中にスマートフォンで見るなどと
いったことも可能で，SVODの定額料金制とテ
クノロジーの進歩がそれを可能にした。New 
York Timesは「ストリーミングテレビは単な
る新しい視聴形態ではなく，新しいジャンルで
ある（Streaming TV isn’t just a new way to 
watch. It’s a new genre.）」というタイトルの記
事を掲載した 3）。その中で，OTTは「本とビデ
オゲームを合わせたもののようだ」とし，いった
ん手にしたらどう見るかはその人のスケジュール
次第で，一度見始めると没頭する傾向があると
指摘した。

ビンジ・ウォッチングはまた，コンテンツ
の制作者側にも変化をもたらしている。OTT
事業者は，独自に制作したコンテンツを定
期的に1本ずつ小出しにするのではなく，シ
リーズ全編を一挙に配信という方法をとるこ
ともできる。これは，放送ではできないこと
である。早く，たくさん見たいというユー
ザーの要求に応えるもので，それが契約者の
増加にも結びつく。また，放送のように30分，
1時間などと決まった放送枠や，3か月，半年
などの放送期間にもしばられないため，番組
尺や放送回数にも制作者の裁量が広がる。前
述のNY Timesの記事は，ストリーミング配

信（OTT）の番組作りはまだ始まったばかり
で模索が続いているが，多くの可能性があり，
その特徴を生かした作法を見出せば，映像コ
ンテンツ作りの新しい道が開ける，とも指摘
している。

７．デバイスの進化

OTTを語るときにもうひとつ忘れてはな
らないのが，急速に高機能化するデバイス

（視聴用機器）の存在である。多様なスマート
フォンやタブレットが登場しなければ，OTT
はここまで広がらなかった。また近年は家庭
のテレビに接続するタイプの機器も進化が著
しい。代表的なものに，RokuやApple TV，
Google Chromecast，Amazon Fire TV Stick
などがある。ここで特筆すべき特徴は，彼ら
が単なる機器（ハード）の提供だけに終わら
ず，ソフト面でもOTTの重要なプレーヤーに
なりつつあるという点である。

これまでのテレビ産業は，番組やコンテン
ツを作るのはテレビ局やプロダクション，配信
するのはケーブルや衛星の事業者，それを見
る機械や仕組みはメーカーやネット企業が提
供する，といったようにある程度「分業化」さ
れていた。しかし，今やその区分が意味をな
さなくなっている。NetflixやAmazonはもは
や配信者にとどまらず，制作者にもなってお
り，AmazonはFire TVなど自前のデバイスさ
え持っている。多くのテレビ局も，今では制作
者だけでなくOTTでの配信者も兼ねている。
ケーブル事業者最大手のComcastは，数年前
にNBCを傘下に置くNBCUniversalを買収し，
全米最大のケーブル網を持ちながら，強力な
番組制作機能を手に入れ，さらにブロードバ
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ンド事業にも力を入れ，制作からネット配信ま
でを一貫して手がけるメディアコングロマリット
に成長した。

さらに，日本人にもなじみの深いAppleの
例をみてみる。Appleは iPhone，iPadで有名
なデバイスの「メーカー」でありながら，音
楽配信の分野ではiPodとiTunes Storeで音楽
の聴き方，音楽の買い方，音楽の作り方まで
を革新的に変え，メーカーであると同時に，
音楽業界の「制作者」「配信者」として確固た
る地位を築いている。そして，近年は映像事
業への参入が注目されてきた。

Appleは昨年（2015年）9月の恒例の新製品
発表会で，Apple TVの最新型を発表したが，
期待された番組配信サービスについては言及
しなかった。そして12月には，Appleの番組
配信の計画がさらに延期された模様だとアメ
リカの複数のメディアが報じた。このうち経

済ニュースのBloombergは，Appleが十数局
のテレビ局の生放送をパッケージにして月額
30 ～ 40ドルで配信する予定にしていたが，
多額の番組使用料を求める放送局側と折り合
いがつかなかったと伝えた 4）。

同 社 のティム・クックCEOは「テレビの
将来はアプリにある（The future of TV is 
apps.）」と発言し，近未来のテレビは「チャン
ネル」ではなく「アプリ」でコンテンツを選ぶ時
代になると予想している。テレビが大きく変わ
る中，Appleもそこで重要な役割を果たす意
欲を示しているが，彼らがプラットフォーム事
業者を目指すのか，あるいは独自コンテンツ
の制作に進むのかは明らかではない。劇的に
変化し混沌とするテレビの世界で，Appleとい
えども明確な立ち位置を示せないでいる。そ
こに，現在のアメリカのテレビが置かれている

“大きな可能性と不安定要素がないまぜになっ

図 3　アメリカの主なOTT の概念図

（小池良次氏，その他の資料を参考に作成）
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た状況”が映し出されているようにもみえる。
図3は，現在のアメリカのOTTを取り巻く

状況のおおよその概念を表したものである。
一番内側にいるのが，テレビ局やケーブル向
けチャンネルなど以前からある既存のメディ
ア企業，その外側にいるのが比較的新しい企
業やサービス，そしてその外側がこれまで主
にハード面を担ってきた企業など，そして最
も外側にユーザー（視聴者）がいる。便宜上，
3つのレイヤー（層）に分けているが，この3
つのカテゴリーにいるメディアは，多い少な
いの違いはあるにせよ，制作や配信，デバイ
スの機能を併せ持っている。こうした状況を
ITジャーナリストの小池良次氏は，テレビ
も“オムニマーケティング”の世界に入った，
と評した 5）。筆者はそれを，様々なメディア
企業が，お互いライバルでありながらパート
ナーでもあり，協力しながらも競合し合う関
係，と捉えている。コンテンツ制作や配信に
おいて最大の効果を出すために，あらゆる可
能性を排除しないで関係を保っておく。それ
がデジタル時代のアメリカのテレビメディア
の今の姿と言えそうである。

８．おわりに

アメリカのOTTの現状をまとめるのは難
しい作業だと当初から予想していた。新興の
事業者を含めて多くのプレーヤーが参加し，
利害関係が複雑に絡み合い，速いスピードで
進行中の事象だからである。筆者の理解不足
もあるが，OTTは番組や映画のいわゆる“ス
トック系”コンテンツに限定されたものかと
思っていたら，アメリカではニュースやス
ポーツなど“フロー系”のものにも次々と新

しい動きが出ている。ローカルニュース局を
集めた「NewsON」のサービス開始 6）や，全米
最大のスポーツチャンネルESPNもOTTへの
進出を視野に入れているという報道 7）などで
ある。それらがどの程度，現実味を帯びたも
のなのかは慎重に見極める必要がある。

冒頭の話に戻れば，Netflixの全世界への展
開についても，華々しい可能性ばかりでなく
様々な課題も指摘されている。現地の言語に
対応していない国で英語コンテンツがどこま
で受け入れられるかといった点や，ローカル
コンテンツをいかに充実させるか，さらに現
地事業者との競争や提携にどう対応するかと
いう問題もある。また，途上国でのサービス
の価格設定の難しさや，ブロードバンドなど
のインフラ整備も大きな課題である 8）。

しかし，OTTについて確実に言えること
は，ユーザー（視聴者）にとっては大きなメ
リットのあるサービスだということである。
活字に比べて難しかった過去の映像コンテン
ツ（映画や番組）へのアクセスが格段に容易
になり，費用も安くて済む。国ごとの法規制
にしばられがちな放送と違い，OTTによる流
通は“国境”を易々と越える（部分もある）。
同様のことは制作者側にも言え，作品の海外
展開がしやすく，放送に比べて規制が少ない
OTTでは表現の可能性が広がるという見方も
ある。さらに若い制作者が力を発揮しやすい
場，あるいは新しい才能を発掘する場として
も注目されている。

アメリカでは2015年に，FCC（連邦通信委
員会）がインターネット上のコンテンツを恣
意的に選別することを禁じた「ネット中立性」
ルールを採択し，ネット上にコンテンツを提
供している事業者は歓迎している。さらに今
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年（2016年）3月には，放送局が使用する周波
数帯域を通信事業者に開放する「周波数オー
クション」が実施されるなど，ネット利用の
環境整備には追い風が吹いており，今年は
OTTをめぐる動きがさらに加速することが予
想される。

OTTサービスが，アメリカでテレビをはじ
めとする放送や映像産業，コンテンツ産業を
今後どのように変え，ひいてはほかの国へど
んな影響を及ぼしていくのか。日本で放送に
携わる者として，その動きを注意深く見てい
く必要があると強く感じている。

（しばた あつし）
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envelope/cotown/la-et-ct-hulu-lookback-
20151223-story.html

2） h t t p : / / w w w . b l o o m b e r g . c o m / n e w s /
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