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バル戦略」について考える～』を行った。
今，欧米，特にアメリカでは“放送”の概念

や形が大きく変わりつつある。これまでは地上
波やケーブルテレビ，衛星放送などで見ていた
番組が，OTT（over-the-top）と呼ばれるイン
ターネット経由のサービスで提供されるようにな
り，それが従来からの事業者のビジネスモデル
のみならず，番組やコンテンツの中身，制作手

1. はじめに

NHK放送文化研究所（以下，文研）では，
2016年3月1日から3日まで「変貌するメディア，
その先を考える」をテーマに『文研フォーラム
2016』を開催した。初日，最初のプログラムと
して，シンポジウム『OTTはメディア産業をど
う変えるか　～欧米最新事情，そして「グロー
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～欧米最新事情，そして「グローバル戦略」について考える～

メディア研究部  柴田　厚

NHK放送文化研究所は2016年3月に「OTT（over-the-top）」サービスに関するシンポジウムを開いた。文研の
研究員がアメリカ，イギリス，中国の最新のOTT事情を報告し，Amazon Japan，BBC Worldwide，ITジャーナ
リストを招いたディスカッションでは，OTTの可能性と課題，コンテンツのグローバル展開，放送とOTTの今後な
どについて議論した。

OTT事業者のAmazonのジェームズ・ファレル氏は，オリジナル作品を作ることの必要性や，コンテンツ内容や
提携パートナーに合わせた“ウィンドー戦略”の重要性を強調した。また，放送事業者のBBC Worldwideのデビッ
ド・ウィーランド氏は，「BBC iPlayer」「BBC Store」「BBC3」を例に挙げ，デジタルへのシフトを柔軟に行い，常に
イノベーションを怠らない姿勢が必要だと述べた。さらに，日本のITジャーナリストの西田宗千佳氏は，諸外国に
比べてモバイル利用の多さが日本の特徴だと説明し，海外展開についてはアニメなど日本のプレミアムコンテンツの
強みを生かしていくべきだと語った。

そして，将来的には映像コンテンツの伝送路の多くがインターネットに移行すると予想される中，放送とOTTが
それぞれの長所を生かしながら，優れた番組やコンテンツを視聴者，ユーザーに届けていくことが重要であるとし
て，シンポジウムをしめくくった。
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法，配信のあり方を大きく変えている。さらに，
それを利用するユーザーの視聴行動も変化させ
ている。少し大げさな表現をすれば，放送開
始から70余年を経たテレビのあり方が，大きな
変革期を迎えていると言えるかもしれない。

OTT事業者を代表するNetf l ixは，今 年
（2016年）初め，サービスを世界130か国に拡
大し，190以上の国でそのコンテンツを見ること
ができるようになった。日本でも去年，Netflix
やAmazonなどの米国発の映像配信サービス
が相次いで始まり，従来からある日本の事業者
によるサービスと相まって，“OTT元年”とでも
言える状況になっている。

そこで文研では，主要国のOTT事情を現地
取材して得た最新の動向を報告するとともに，
海外の放送事業者やOTT事業者などを招い
て，OTTの可能性と課題，コンテンツのグロー
バル展開，将来における放送との関係などにつ
いて議論した。

シンポジウムには，パネリストとして，
○ BBC Worldwide のアジア担当上級副社長

のデビッド・ウィーランド（David Weiland）
氏（シンガポール在住）

○Amazon Japanのプライムビデオ コンテンツ
事業本部長のジェームズ・ファレル（James 
Farrell）氏（東京在住）

○ IT ジャーナリストの西田宗
むね

千
ち か

佳氏
の 3 人を招いた。

シンポジウムでは最初にアメリカの状況を柴
田，イギリスの状況を田中孝宜の両研究員が報
告したのち，AmazonとBBC Worldwideのプ
レゼンテーションを受けてディスカッションを行
い，その中で中国の状況について山田賢一研
究員が報告した。全体の司会は柴田が担当し
た。以下は，その抄録である。

2.アメリカ，イギリスの OTT の現状

 報告  アメリカの OTT
最初にOTTを「（ケーブルテレビや衛星放送

などの有料放送契約者が8割以上を占めるアメ
リカで）既存のケーブルや衛星を介さず，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」と定義する1）。Nielsenによると，テ
レビの視聴時間が2014年から2015年にかけて
減っているのに対して，オンラインビデオの視
聴時間は若者を中心に増加している。その多く
がOTTによって占められている。

OTT普及の主な理由には，ケーブルや衛
星の契約で，見ないチャンネルにも高額の利
用料金を支払わなくてはならない“バンドル

（bundle，一括）契約に対する視聴者の不満”
がある。これが，コード・カッティング（有料放
送の契約解除）などにつながっている。

アメリカではNetflix，Hulu，Amazonの3
大OTT事業者が多くのユーザーを獲得してい
るが，最近ではそれに加えて，新たにOTTに
参入する事業者が相次いでいる。CBSの生放
送とアーカイブを提供する「CBS All Access」，
質の高いドラマや映画が売りものの「HBO 
Now」，スペイン語コンテンツ専門の「Univision 
NOW」，コメディーに特化した「NBC Seeso」
などである。

これらのOTT事業者は，お互いにコンテン
ツの制作や提供，配信などで“パートナー”と
して協力する部分もあれば，“ライバル”として
競合する部分もある。テクノロジーが急速に進
歩して，コンテンツや配信のあり方が劇的に変
わる中，OTTに関わるプレーヤーは，この“協
力と競合”の関係を健全に保つことが重要と考
えられる。2016年以降もOTTは，多様なコン
テンツの「制作」，国境を越えた配信やシリーズ
一括提供などの「配信」，ビンジ・ウォッチング

（binge-watching，まとめ視聴・イッキ見）に
代表される「視聴行動」，スマートフォンやタブ
レットといった「デバイス」など，様々な面でア
メリカのテレビや映像産業のあり方を変えてい
く可能性がある2）。
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3. OTT が変える映像産業
～ Amazon Japanの取り組み

司会（柴田）：それでは 3 人のパネリストを壇
上にお招きし，一言ずつご挨拶いただきます。
Amazon のジェームズ・ファレルさんはソニー・
ピクチャーズ・テレビジョンのロサンゼルス，トロ
ント，東京オフィスを経て，2015 年に Amazon 
Japan に入りました。アジア太平洋地域の映像
部門を統括しています。日本で映像サービスを
始めて半年，手応えはいかがですか？

ジェームズ・ファレル氏：

プライムサービスの加入
者，そしてストリーミン
グの利用時間ともに増え
ているのは喜ばしいこと
です。きょうは，間もな
く発表する日本独自の
新作コンテンツや，日本の制作者との協力の可
能性などについてお話ししたいと思います。

司 会：続いて BBC Worldwide のデビッド・
ウィーランドさん。BBC Worldwide は英国コ
ンテンツを世界展開する商業部門で，ウィーラ
ンドさんは，ヨーロッパ担当を経て，現在はア

 報告  イギリスの OTT
イギリスにもNetflix，Amazonは進出して全

世帯の2割ほどに普及しているが，イギリスの
特徴はBBC，ITV，Channel 4などの放送局が，
すでに独自のOTTサービスを以前から行って
いることである。その牽引役を果たしているの
が BBC iPlayerである。ライブ，オンデマンド
に加え，過去30日間の見逃し視聴が可能な無
料のサービス。あらかじめテレビに組み込まれ
たFreeviewと呼ばれる無料プラットフォームで
見るのが一般的で，Freeviewは73％の家庭
に普及している。

実はイギリスはOTT先進国であり，オンデ
マンド視聴する人の割合は，アメリカよりイギリ
スの方が多い。そして，イギリスの特徴は「無
料視聴が主流」だということ。アメリカの30％
余りに対して，イギリスは70％が無料のVOD

（ビデオオンデマンド）利用で占められている。

放送事業者を取材しても，アメリカのような
コード・カッティングなどの現象は起きておらず，
Netflixをはじめとするアメリカの事業者による
直接の脅威は感じていない。

しかし一方で，間接的な影響はある。その
ひとつが高騰する制作費。エリザベス女王の生
涯を描いた大河ドラマ『Crown』は，BBCで
はなく，Netflixが1億5,600万ドル（約180 億
円）で制作権を取得した。またBBCの看板番
組だった自動車情報番組『Top Gear』の司会
者3人がAmazonに引き抜かれ，同社はBBC
の9倍の予算をかけて
番組を制作する。

さらに番組の2次，3 
次展開を進めやすくす
るため，コンテンツの囲
い込みの動きもみられ
る。NHKでも放送中の

『Downton Abbey』を制作したイギリスのプロ
ダクションは，アメリカのNBCUniversalに買
収された。こうしたことへの対応として，イギリ
スの放送局はOTTサービスの様々な改良に取
り組んでいる。BBCでデジタル開発部門を統
括するラルフ・リベラ局長は「競争がサービス
の向上につながる」とした上で，今後，iPlayer
をBBCの全てのコンテンツの入口，フロントド
アにするという方針を示している。
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ジアを担当しています。アジア市場の特徴をど
んなふうにご覧になっていますか？

デビッド・ウィーランド氏：この地域を担当して 2
年です。ヨーロッパはコンテンツ制作の面では
先進的ですが，アジア
の， 特に日本や韓 国，
台湾などはブロードバ
ンド網が発達していて，

「接続性」が優れていま
す。見たいものをどこで
も見られると感じます。

司会：日本からは IT ジャーナリストの西田宗千
佳さん。パソコンやデジタル，日本の OTT 事
情にも詳しい方です。近著に『ネットフリックス
の時代』があります。今年の日本の OTT サー
ビスはどんな方向に行くとお考えですか？

西田宗千佳氏：アメリカやイギリスと比較して，
日本の特徴は動画視聴
で「モバイルの利用が多
い」こと。ただ，有料
サービスへのハードルは
まだ高く，その壁をどう
突破するかがポイントに
なりそうです。

司会：では，最初に“OTT が変える映像産
業”というテーマを取り上げます。新しいサー
ビスである OTT は，テレビをはじめとする映
像に関わる産業のあり方にどのような影響を与
えているのでしょうか。まず，ファレルさんから
Amazon の映像事業の考え方などについてプ
レゼンテーションをお願いします。

　お招きいただ
きありがとうござ
います。Amazon
は日本では 15 年
前に事業を始め，
プライムサービス
は 8 年前に開始
しました〔筆者注：

見 放 題の Amazon

プライムビデオは 2015 年 9 月に開始〕。年 額
3,900 円で商品のお急ぎ配送に加え，ビデ
オ配信，音楽配信，ネット上に写真を保管
するクラウドストレージなど多くのサービスを
提供しています。

ビデオ配信のAmazonプライムビデオは，
アニメなど日本製コンテンツが70％を占めて
います。そして，今，力を入れているのが自
社オリジナル作品の制作です。アメリカでは

『Transparent』と『Mozart in the Jungle』
で2年連続ゴールデングローブ賞を受賞しま
した。間もなく発表しますが，日本でもドラ
マ，ドキュメンタリー，子ども向けのジャンル
で独自に制作したオリジナル作品を出す予
定です。この3つが人気の分野だからです。

これまで日本でAmazonの映像サービス
がうまくいってきた理由は，“異なるパート
ナーと，それぞれに合ったやり方で柔軟に
提携してきた”ことだと思います。コンテン
ツの提供で言えば，「①Amazonが制作コス
トの多くをカバーして最初に配信し，放送
局はそのあと」というものもありますし，「②
放送局が最初で，Amazonの配信はその直
後から（見逃しサービス）」という形もありま
した。また，「③放送や上映はテレビ局や
映画館が担い，Amazonはオンデマンド配
信やDVD販売を担当」というタイプもあり

Amazon Japan プレゼンテーション
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ます。具体的には，①は『内村さまぁ～ず 
SECOND』，②は『ガールズ＆パンツァー』
や『妖怪ウォッチ』，③は『孤独のグルメ』や

『ウォーキング・デッド』と，数多くの映画
作品などがあります。コンテンツやパートナー
に合わせて，異なる“ウィンドー戦略 3）”をと
るのです。

さらにAmazonが他社に比べてユニークな
のは，“サービスのバリエーション”です。見
放題のS-VODだけでなく，T-VOD，EST
も行っています4）。もし新作がS-VODで提
供できなければ，ブルーレイやDVDで販売
してパートナーと収益を共有することも可能
です。

同様に，書籍についてもバリエーションが
あります。紙の本も売っていますし，Kindle
でデジタル版を買って読むこともできます。

さらに，物販と映像サービスの連携も可
能です。最近では，我々が商品を配送す
る時に使う茶色のボックスに，映画『妖怪
ウォッチ』のイラストを入れました（右下写
真）。この箱を持って宅配の人たちが廊下や
オフィスを行き来するところを想像してみてく
ださい。楽しい気分になりませんか？

その効果かどうかはわかりませんが，昨年
12月に『スター・ウォーズ』の新作が世界で
公開された時，ただ1か所，日本だけが1位
ではありませんでした。『妖怪ウォッチ』が
トップだったのです。このように，映像だ
けでなく，ほかの様々なサービスとの“相
乗効果”を我々は期待しています。

日本のOTTサービスの今後を考えた
時，WOWOWとTBSが 共 同 制 作した

『MOZU』の取り組みが参考になると思
います 5）。シーズン1はTBSが放送し，
シーズン2は最初にWOWOWで放送され

ました。ファンの期待に応え，そして制作
する両社にも多くのよい効果をもたらしまし
た。重要な番組について戦略をしっかり立
てるという意味で，素晴らしい事例だと思
います。きょう会場にお越しのテレビ関係
者の皆さんも，ぜひ私たちに声をかけてく
ださい（笑）。

最後に，米国Amazonが最近始めた新
しいサービスについてお話しします。「Add-
On Subscriptions（上乗せ加入）」というも
のです。ユーザーの立場に立ってみると，ス
マートフォンやタブレットで，見るコンテン
ツごとにいろいろなアプリを立ち上げるの
は面倒です。Netflix，NHKオンデマンド，
WOWOWメンバーズオンデマンドなどなど。
そこで米国AmazonではShowtimeとStarz
というエンターテインメント専門チャンネル 6）

と提携して，Amazonのプライムビデオに加
入することで両社のサービスも利用すること
ができるようにしました。毎月いくらかの追
加料金を払うことで，Showtime，Starzの
コンテンツを「add-on（上乗せ）」できるの
です。つまり，ひとつのアプリ（Amazon）
で多くのコンテンツを検索できる非常に便利
なサービスです。パートナー会社にも，ユー
ザーにも好評のようです。私のプレゼンテー
ションは以上です。
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司会：興味深いお話をありがとうございました。
ひとつうかがいたいのですが，パートナーとの
協力関係というのは，具体的にどのような形で
始まるのでしょうか？

ファレル氏：一例を挙げると，我々のスタッフが
『さまぁ～ず×さまぁ～ず』がとても面白いと言
うので，テレビ朝日に出向きました。まず過去
の番組を買い，Amazonで配信しました。そし
て，新シリーズについては，「テレビ朝日で深夜
2 時に放送したあと，早朝 6 時から Amazon
で配信するというのはどうでしょう」と交渉しま
す。あちらも興味を示してくれました。先ほどの
例で言うと，③→②のパターンです。そういう
ふうに，何度かテストを重ねることで，テレビで
見るファンに加えて，ネットで視聴するファンも
獲得できることがわかりました。我 と々テレビ
朝日の両方にメリットがあるわけです。これは
ひとつの例ですが，このようにして新しい視聴
スタイルを開拓していきます。

司会：番組の購入だけでなく，独自制作にも力
を入れているそうですが，そのための「Amazon 
Studio」とはどんなものですか？

ファレル氏：スタジオといっても，建物やセット
があるわけではなく，制作や脚本，予算管理
などを担当する「人のチーム」のことです。制
作会社やプロデューサーなどに声をかけます。
相手がリドリー・スコット監督 7）のような大物の
こともあります。一緒に番組を作りませんかと，
こちらから持ちかけることもあれば，あちらか
ら提案されることもあります。そこで大事なの
は，「いかに優れたコンテンツを作るか」という
一点に尽きます。

司会：世界最大の e-コマース企業の Amazon
ですから，予算も潤沢ですか？

ファレル氏：大物スターを起用して，大型の番
組を多額のコストをかけて作ることもあります。
しかしその一方で，昔の映画や古いテレビ番
組を見たいという人もたくさんいるわけです。そ
うしたものは比較的安いライセンス料で済みま
す。コンテンツによって，かける予算には幅が
あります。

司会：BBC Worldwide のウィーランドさんは，
放送事業者として OTT の世界的な流れをどう
とらえていますか？

ウィーランド氏：OTT のようなVOD サービス
は，イギリスではその初期段階から受け入れら
れています。8 年前に始まった BBC iPlayer の
ことですが，公共放送局としては世界で初めて
のオンラインビデオの試みでした。

BBCが何より重視しているのは「質の高い
コンテンツ」です。それを作り，広めるために
は様々なパートナーと提携します。そのために
我 ，々BBC Worldwideがあるのです。私たち
はAmazonともNetflixともHuluとも協力関係
にありますし，実際に共同制作もしています。
実はNetflixのヒット作『House of Cards』の
番組フォーマットは，元々はBBCからNetflix
が買い取ったものでした。Huluとは米国でコ
メディー番組の『The Wrong Mans』を作りま
したし，BBCのテレビ番組のシリーズ続編を
Amazonが作ったというケースもあります。要
は新しい世界には「柔軟性（flexibility）」を
もって対応するということだと思います。
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司会：西田さんは，海外から様々な OTT サー
ビスが参入して競争が激しくなっている状況
を，日本の事業者はどのように見ていると考え
ますか？

西田氏：まず，これ
まではネット配信を
利用する人としない
人のリテラシーに
はギャップがあると
考えられていました
が，「実はそれほど
大きなギャップは
ない」ということが

わかったことが挙げられます。そして，テレビ
局はマネタイズ（収入に結びつけること）がで
きるのは放送だけだと思っていたのが，どうや
ら OTT でもそれが可能であるらしいこともわ
かってきた。そうするとネット配信にも，いろい
ろなコンテンツが出てくるようになります。dTV

や Hulu ジャパン，ニコニコ動画などの事業者
に対してです。ただ，欧米に比べるとその動き
は 5 年ほど遅く，そこから得られる利益もまだ
大きくないというのが日本の現状です。

司会：そこで，デバイスの進化が果たした役割
も大きいと？

西田氏：非常に大きいと思います。民間の調査
会社が行った「メディア別の接触時間」の調査
によると，テレビの割合は 2006 年に 51％だっ
たのが 2015 年には 40％にまで減っています。
逆にスマートフォンは，3％から 21％にまで急
激に増えています（図）。これは世界的傾向で
もありますが，日本では特に大きな意味を持っ
ています。それは，パソコンの家庭普及率との
関係においてです。欧米に比べるとパソコンの
普及率が低かった日本では，代わりにスマート
フォンが全国津々浦々に普及して，それが一人
ひとりが手にした「インターネットにアクセスで

きるデバイス」となったわけです。
その影響は特に 10 代，20 代の
若者に顕著でした。

司会：それはテレビとの関係で，
どんなことが言えますか？

西田氏：2011 年に日本が「地デ
ジ移行」してから，テレビの販売
台数が大きく落ちています。37イ
ンチ以上の大型テレビではなく
て，小型のテレビについてです。
つまり，リビングに置く大型のも
のは買い換えるが，子ども部屋
にはもうテレビは要らないと。そ

図　メディア別接触時間の構成比 時系列推移
（1日あたり・週平均）：東京地区
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して，個室に戻った子どもたちは，スマートフォ
ンを使って，ここ数年で急速に充実してきた動
画配信サービスを見ているわけです。

そこで先ほど話に出た『妖怪ウォッチ』は，
実は重要な役割を果たしています。『妖怪ウォッ
チ』は，日本のS-VODサービスで一番再生され
たと言ってもいいくらい成功したコンテンツです。
テレビ業界では「制作したテレビ東京が，『妖
怪ウォッチ』であれだけ儲けたのだから，自分
たちもコンテンツを出さなくては」という意識に
なった。その変化が，全体としてのコンテンツビ
ジネスを変えたというふうには言えると思います。

司会：やはりアニメは強いのですか？

西田氏：アニメは非常に“趣味性”が強い，も
しくは見たいという気持ちが強いので，テクノ
ロジーの面倒臭さなどのハードルを越えやすい
のだと思います。ドラマもそれに似た傾向があ
ります。

4.コンテンツのグローバル展開とOTT
～ BBC Worldwide の取り組み

司会：ここからは，2 つ目のテーマである“コ
ンテンツのグローバル展開”について話を進め
ます。OTT の特徴として，国境を越えてコン
テンツを流通させることが，放送に比べてしや
すいという点が挙げられます。世界 190 か国
以上にサービスを拡大した Netflix がよい例だ
と思います。

では続いて，放送事業者として，BBC World-
wideのウィーランドさんに，コンテンツ展開な
どで同社の果たす役割やその戦略などについ
てプレゼンテーションをお願いします。

　日本に来られて嬉
しく思います。私はア
ジア全体のビジネス
を統括しており，シン
ガポールに拠点を置
いています。
　BBC はコンテンツ
の制作，放送，技術

革新に 90 年以上携わってきました。イギリ
ス国民から年に 145 ポンド，日本円で約 2
万 2,000 円の受信許可料をいただき，7 つ
のテレビ，6 つのラジオ，インターネット，そ
して iPlayer などを提供しています。イギリ
ス国民の満足度は高いと思います。
　BBC Worldwide は BBC の商業部門で，
100％子会社です。BBC 並びに英国のクリ
エイティブなコンテンツを世界中に提供する
ことを目的としています。200以上の国や地
域でビジネスを行い，年商は 10 億ポンド（約
1,520億円）以上です。
　BBC Worldwide の戦略は大きく分けて 3
つあります。「質の高いコンテンツへの投資」，

「強力なグローバルブランドの確立」，そして
「デジタルへのシフト」です。
　3 番目について少し詳しくお話しします。
まず，「iPlayer」についてです。すでにご紹
介いただいたように，テレビ・ラジオのライ
ブや見逃し視聴が無料でできます。その機
能は常に改良されアップグレードされている
ため，今ではインターネット接続のコネクテッ
ドテレビ，パソコン，ゲーム機，タブレット，
スマートフォンなどほとんどのデバイスで視
聴可能です。2015 年は記録的な年で，年
間 36 億回のリクエストがありました。イギリ
ス国民全員が，1 人につき年に 60 回，つま
り週に 1 回以上，iPlayer を視聴したことに

BBC Worldwide プレゼンテーション
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なります。最近ではダウンロードしてオフラ
インでも見られますし，一時停止・再生や，
番組途中での機器の乗り換え，レコメンド

（番組推薦）機能も追加されました。さらに，
放送前のコンテンツを iPlayer で先行して出
すこともあります。放送との相乗効果で非常
に多くの人が見たというよい結果が出ていま
す。将来的には BBC 以外のコンテンツを扱
うことも視野に入れています。

　そして，「BBC Store」を昨年（2015年）11
月に始めました。BBC の巨大なアーカイブか
ら，ネット経由で番組を買ったり借りたりする
ことができます。iPlayerと統合して，よりシー
ムレスに使えることを目指しています。現在は
7,000時間以上の番組があり，iPlayer の方
は 3,000の番組が毎日新しいものに更新され
ています。Store はやがて DVD 販売に取っ
て代わる収入源になると考えています。
　さらに，「BBC3」についてです。2003年
に若者向けのテレビチャンネルとして始まり
ましたが，先月（2 月），放送をやめてオン
ライン専門チャンネルになりました。BBC3
の開始当時はまだ YouTube も Facebook も
Netflix のストリーミングもありませんでした。
しかし，その後状況は大きく変わりました。
若者のオンライン視聴が劇的に増えたこと
が，財政的なものとあわせて，放送をやめ

た大きな理由です。
　先週イギリスに帰り，オンライン専門になっ
たばかりの BBC3 を見てきましたが，長編
のコンテンツもあれば短編もあります。興味
深いのは，制作者が放送時間に縛られずに
済むという点です。ストーリーが 72 分かかる
のであれば 72 分の番組ができる。必ず 40
分とか 58 分とかに収めなくてもよいのです。
自由度が高いということです。一部の番組は

（基幹チャンネルである）BBC1 や BBC2 で
も放送され，ウェブサイトにもアップロードさ
れています。さらに，YouTube，Facebook，
Twitter，Instagram，Tumblr，Snapchat8）

などでも視聴できます。若い人たちが使うも
のでは，何でも見られるようにしています。
まだ始まったばかりで成功するかどうかはわ
かりませんが，重要なのは“常にイノベーショ
ンを怠らない”ということです。
　最後に，イギリス国外のデジタルサー
ビスの動きについてご紹介します。数年
前，iPlayer の国際版ということで「Global 
iPlayer」のテスト版を西ヨーロッパ，カナダ，
オーストラリアで始めましたが，去年中止し
ました。時代の先を行き過ぎていたのかもし
れません。しかしその教訓を生かして，アメ
リカ・カナダ向けの BBC コンテンツの OTT
サービスを 2016 年中に始める予定です。
　また，（ストリーミングや見逃し視聴ではな
く）オンデマンドに特化した「BBC Player」
というサービスも計画しています。こちらは
有料テレビ経由の提供で，今年の夏を目標
に，まずシンガポールを手始めに 1,500時
間ほどのコンテンツで始めます。
　テレビをめぐるサービスが大きく変化する
中で，多くのことを学べるのではないかと期
待しています。私からは以上です。

BBC iPlayerの画面
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司会：ありがとうござい
ました。 個 人 的には，
iPlayerと BBC Store の
組み合わせは“最強”で
はないかと感じました。

そのiPlayerは世界中
の放送局が注目している
と思います。同じ公共放送のNHKとして聞き
たいのですが，予算的なもの，技術的なものを
含めて，BBCでは8年前になぜiPlayerを始め
ることができたのか，そして，なぜそれを継続
できているのかという点はいかがでしょうか？

ウィーランド氏：私たちは非常に特権的な立場
（privileged position）にいると思います。我々
は国民から受信許可料を受け取り，一定のガ
イドラインはあるものの，それをどこにどのよう
に使うかを決めることができます。8 年前に技
術の方向が変わり，オンラインビデオが容易に
なり，環境が整いつつありました。BBCは技
術の研究開発でいつも先頭を走ってきたので，
その分野でもトップに立ちたいと考え，iPlayer
を始めました。

なぜイノベーションを常に行っているかという
ことについて言えば，先の報告にもあったよう
に，イギリスはOTT先進国で競争も激しいわ
けです。イギリスの視聴者からお金をいただい
ている以上，競争から遅れるわけにはいかな
いのです。

私の家は子どもが3人いる5人家族ですが，
家にはスマートフォンが5台（これでビデオを見
られます），タブレットが3台，パソコンが3台，
ゲーム機が2台ありますが，テレビは1台しかあ
りません。子どもたちはテレビは見ません。私の
家が典型的なパターンかどうかはわかりません

が，少なくともこうしたトレンドは続くと思います。

司会：アジアで BBC の番組を売ったり，共同
制作をしたりしていますが，海外に出ていく時
にはどんな姿勢や“マインド”が重要ですか？

ウィーランド氏：2つあると思います。ひとつは，
ネットワークです。BBC Worldwide は世界の
25 か所にオフィスを持っていますが，地元の人
材を活用しています。BBC のコンテンツがどの
ようなものかを理解してもらうことはもちろん大
切ですが，地元の市場をよく知り，それと密接
な関係を持ったチームが必要です。

もうひとつは，多くの事業者がテレビ番組の
売り込みをする中で，自分たちの強みや優位
性を示せることです。BBCの場合ですと，『戦
争と平和（War & Peace）』などに代表される
プレミアムドラマがそうですし，また，NHK
とも共同制作している自然を扱ったドキュメン
タリーなどがそれにあたります。幅広い番組を
提供していますが，BBCならではと言えるジャ
ンルを持つことです。

司会：Amazon のファレルさんにうかがいます。
Amazon は世界 15 か国で e -コマース事業を展
開し，うち 5 か国で映像サービスを行っていま
すが，アジアでは日本だけです。ほかの国でビ
ジネスの可能性を検討する際に重要なことは何
でしょう？

ファレル氏：3 つポイントがあると思います。ま
ず，その国で Amazon がすでに事業を行って
いるかどうかです。e -コマースと映像サービス
の相性のよさは経験済みですので，e -コマース
の土台があれば，映像サービスの可能性を検
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討します。2 点目は，その国でビデオがどういう
見方をされているかです。日本に参入する前は
各社に，日本はレンタル DVD やテレビ視聴が
多いから「ちょっと様子を見よう」という雰囲気
がありました。Amazonとしては，この“生態
系”にどう入るか，我々が乗っ取るのではなく，
うまくはまり込もうと考えたわけです。そうした
マーケットごとの検討や配慮は必要です。3 つ
目は，ある国で制作されたコンテンツがほかの
国でどれだけ関心を持たれるかという点です。
我々が日本で買ったり作ったりしたコンテンツ
は，海外配信の権利をとっているものもありま
す。日本の優れたアニメやドラマ，ドキュメンタ
リーが，アメリカやイギリス，ドイツなどに届け
られ，どう受け入れられるか。そうした可能性
も検討します。

司会：西田さんは，日本のコンテンツの海外で
の潜在的な力，可能性についてはどうお考えで
すか？

西田氏：ウィーランドさんが言った，プレミアム
コンテンツであるべきだという点は同感です。
ただそこで重要なのは，私たちが売りたいと思
うコンテンツが本当にプレミアムかどうか，とい
う点です。実は，日本のゲームはこれで失敗し
たことがあります。
　かつて，欧米の大きなゲーム市場に向けて，

“日本人がアメリカ・ヨーロッパ向けのプレミア
ムだと考えるゲーム”を売りましたが，受けませ
んでした。逆に喜ばれたのは，日本人が喜ぶ
ために作った日本人のためのプレミアムなゲー
ムだったのです。アニメやドキュメンタリーでも
同様のことが言えます。日本で人気のあるもの，
優れたものが，海外でも通用する可能性が大き

いと思います。
もう一点。アニメは海外でもネットと親和性

が高いと考えられています。でも，海外の放送
局向けやディスク販売では，最近はあまり売れ
ません。それは，海外の地上局やケーブルで
放送するには，13週で終わってしまうものでは
制作本数が少なすぎるから，また日本で作った
内容が，現地の放送コードに触れる場合もある
からです。その点，インターネットの配信であ
れば，13本でも52本でもあまり関係ないので，
ファン向けのプレミアムコンテンツとしてビジネ
スが成り立ちます。どういう内容のものを，ど
ういう流通経路で，どの人向けに売るのかを考
えることが重要になっていると思います。

司会：ありがとうございます。さて，今アジ
アでコンテンツ展開を考える上で，非常に注
目されているのが中国です。冒頭で紹介した
Netflix も，中国ではサービスは行っていませ
ん。しかし実は，中国国内では非常に多様な
サービスが行われているということです。中国
の OTT サービスの現状について，山田賢一
研究員の報告です。

 報告  中国の OTT
中国のOTTは実は

アメリカと似た発達の
形をしている。つまり，
始まった時 期は早く，
成長も速い，マーケッ
トも大きいなどの点。
ただ問題は，“閉鎖的”
であること。

動画サイトの設立は2004年の「楽視（Letv）」
が最初で，YouTube（2005年）より早かった。
その後，「土豆（Tudou）」や「優酷（Youku）」
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司会：BBC Worldwide のウィーランドさんたち
は，すでに中国ともビジネスを行っているとのこ
とですが，これからの中国マーケットの可能性
をどう考えていますか？

ウィーランド氏：中国ではすでにかなりの規模
でビジネスを行っています。8 年前に進出して，
北京のオフィスでは 10 人ほどが働いています。
中国市場にアプローチするにあたっては謙虚さ

（to be humble）が必要です。それだけの市場
規模だということを忘れてはならないのです。

今は確かに多くのデジタルプラットフォームが
興隆して，競争は非常に激しいです。しかし，
それは同時に，コンテンツ産業への関心の高さ
を示しているわけですから，テレビの配信事業
にとってはよいことです。海外番組の割り当て
規制もありますが，現地制作の番組も増えてお
り，予算規模も大きくなっている。それだけ海
外番組の買い付けもしやすい環境にはなってい
ると思います。

司会：Amazon のファレルさんは，OTT 事業
者として中国の可能性をどうみていますか？

ファレル氏：皆さんと同じ意見です。複雑だが，
潜在力は大きい。参入するためには，深く考え，
現場の中国の人たちときっちり相談をして可能
性を考える必要があると思います。ただ，中国の
皆さんは OTT で見ることは好きで，ユーザー

も開始。当初はテレビや映画の違法アップロー
ドが蔓延していたが，2009年頃から正規流通
への移行が進んだ。

そして2010年以降は， 大手 検 索事 業者
「百度（Baidu）」系の「奇芸（後の愛奇芸＝
iQIYI）」，大手SNS事業者「騰訊（Tencent）」
系の「騰訊視頻（Tencent Video）」，優酷と土
豆が合併した「合一（One Group）」（2015年に
大手電子商取引事業者「阿里巴巴（Alibaba）」
が買収）の3事業者が主導する寡占体制に
なった。親会社の大手IT3強の頭文字をとって

「BAT（バット）」と呼ばれる。
その一方で，BATに挑戦する会社もある。

風雲児とされる「楽視」は早くから課金モデル
を志向。さらに，“ソフト・ハードの2正面作
戦”で，制作会社の買収や著名な制作者の囲
い込みなどをする一方，テレビメーカーと提携
してテレビ本体を原価でネット直販し，2015
年には300万台を売った。そのほか既存の放
送局では，湖南ラジオテレビが自前のOTT
プラットフォームとして「芒果（マンゴー）TV」
を作り，自分たちが制作したコンテンツを独占
配信している。また，ポータルサイトからネッ
ト動画に参入した「捜狐（Sohu）」は，アメリ
カや韓国のテレビドラマを積極的に輸入する
戦略をとった。その後，国の規制強化で海外
からの輸入作品数には制限が設けられたが。

最近の中国のOTTサービスの特徴・傾向
は3つ挙げられる。まず「自主制作化」。BAT
の3 社はいずれも，ドラマやドキュメンタリー，
時代劇などの自主制作番組でヒット作を出し
ている。次に「課金化」。これまでは広告収入
に頼り，多くのサービスが赤字だったが，自主
制作コンテンツを独占配信することにより，課
金が可能になっている。愛奇芸は有料会員が
1,000万人を突破したと発表した。3番目が「モ
バイル化」。これまでの短いコンテンツから，
携帯の大型化などに伴い，長尺のドラマなど
をモバイルで見るユーザーが増加している。
携帯端末のメリットは，若い世代と相性がよい
ことと，課金がしやすいこと。楽視が去年発
売したスマートフォンは，すでに400万台を販
売した。

今後，海外事業者の参入は可能かという点
について，中国の専門家は，①国内事業者を
保護するという産業政策的な配慮と，②海外
コンテンツが共産党政権の統治を不安定化さ
せるおそれがあるという政治的な考慮，の2つ
の点から，参入のハードルは高いとみている。
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も増えているわけですから，これからも成長は
続くでしょう。非常に興味深く，どの企業にとっ
ても関心が高いマーケットです。

5. 放送とOTT のこれから

司会：残り時間も少なくなってきました。我 ，々
放送事業者としては，放送とOTT の今後の関
係は非常に気になるところです。最後にこの点
についてうかがいます。

まず，先ほどのイギリス報告にも登場した
BBCデジタル局長のラルフ・リベラ氏が田中研
究員のインタビューの中で「放送とOTTの今
後」について，こんなふうに話しています。

司会：デジタルの世界では「5 年先のことを予
測するのは愚かだ」とも言われますが，あえて，

5 年後のテレビとデジタル・OTTとの関係につ
いて考えをお聞かせください。まず，西田さん
からお願いします。

西田氏：リベラさんの意見に賛成です。2020
年頃が注目すべきひとつの時期だと思います。
第一に，放送が全くなくなる，誰も見なくなる
ということはありません。特に日本など災害の
多い所では，放送のように多くの人が同時に見
られるメディアは大きな価値を持っています。
アナログラジオが決してなくならないのは，ベー
シックであるがゆえに，いつでも誰でも聞ける
からです。

他方で，なぜインターネットが今は不十分，
不安定かと言うと，デバイスと回線の問題が大
きい。デバイスの方はハードが進歩すれば問
題は解決されていきますが，回線の方は「一定
の回線でどれだけたくさんの人のアクセスを同
時に受け入れることができるか」というテクノロ
ジーの問題が大きいわけです。特に携帯電話
網においては，2020年以降，いわゆる「第5
世代携帯電話」の規格が立ち上がる頃に状況
が見えてくると思います。

また，今の10代は20％くらいがテレビを持っ
ておらず，見てもいないというふうに言われて
いますが，彼らが30代になった頃には，テレ
ビはスマートフォンやパソコンで見るのが当たり
前になるでしょう。必然的に，テレビの中での
OTTの比率は上がることになる。放送がドミナ
ント（優位な立場）でいられるのは2020年くら
いまでではないかというふうに予想しています。

司会：Amazon のファレルさんはいかがでしょ
うか？

「将来いずれか
の時点 で，BBC
の全てのチャンネ
ルがインターネッ
トだけになるだろ
うと思います。映
像コンテンツの伝
送路がネットに移
行するのは間違

いない。問題は，それが“いつ”なのか
ということです。3 ～ 5年後と言う人もい
ますが，前のめりすぎる気がします。一
方で，15年以上たってもそうならないと
言う慎重な人もいます。私自身は，今後
7 ～ 15年の動きに注目しています。その
間に，インターネットが放送より優位に立
つのではないかと考えています」  （会場で
ビデオを再生）

ラルフ・リベラ氏
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ファレル氏：2020 年は東京オリンピック・パラ
リンピックの年です。オンデマンド視聴や SNS
利用というのは，それぞれ自分の時間や都合
で見たり使ったりしているわけです。しかし東
京オリンピックの競技は，パブリック・ビューイ
ングで，ライブで，大勢の人と一緒に見たいと
思う人もたくさんいると思います。NHK をはじ
めとするテレビ局各社が，放送だけでなく様々
なデバイス向けに提供してくれることを期待し
ています。

司会：BBC Worldwide のウィーランドさんは，
5 年後の放送とデジタルの関係をどうみます
か？

ウィーランド氏：Amazon のファレルさんは
「来年，全てが変わる」とでも言うのかと思い
ましたが…。放送局の人間は何も変わらない
と言うかもしれませんし，正直なところ，予測
するのは難しいです。

そもそも，先ほどお話に出た10代の人が大
人になって自分の家やマンションを持った時，
親の世代と同じように，必ず部屋にテレビを置
きたいと思うでしょうか。

少なくともBBCが考えているのは，「どちら
かだけに賭けることはしない」ということです。
十分にフレキシビリティー（柔軟性）を保ち，
これまでのテレビ放送とデジタルサービスの両
方を重視しておく，そして常に目配りをしておく
ということです。BBC3のように，時には大胆
にどちらかを選ぶということもあるでしょう。し
かし，どんな時もその判断の中心にあるのは，

「優れた番組・コンテンツ」です。これは変わり
ません。よいコンテンツを出せば，どんな方法
であっても人は見てくれるのです。

6. 日本へのメッセージ

司会：きょうは会場に，多くの放送・通信の関
係者，コンテンツ制作者，そしてユーザーの方
たちもいらっしゃっています。最後に，海外の
お 2 人から，日本の皆さんへメッセージをお願
いします。

ファレル氏：コンテンツ制作者の方たちへお願
いしたいのは，Amazonとすると，無料のテレ
ビですでに放送されている番組と同じものは要
らないということです。そうではなく，新しいド
ラマ，新しい映画，新しいアニメ，興奮するよ
うな内容や今まで作られたことのないようなも
のであれば，ぜひ声をかけてください。「今ま
では 2 時間という尺の制約でできなかったが，
この傑作をぜひ 10 時間で作って多くの人に見
せたい」というようなものがあれば，Amazon
はお手伝いできると思います。

また，放送事業者の皆さんに対してお伝え
したいのは，多くの視聴者は伝統的なバラエ
ティー番組やドラマ，昔の映画が大好きだとい
うことです。そうした人たちに向けて多くのコン
テンツを提供することも非常に大切です。です
から，この2つの面で，皆さんと力を合わせて
いければと考えています。

ウィーランド氏：まず，BBC Worldwide の東京
オフィスの仲間たちもきょうここに来ていますの
で，何か連携できないかと思ったら，すぐにで
も声をかけてください（笑）。我々は日本とは 30
年来のよい関係がありますので。

そして，Amazonのファレルさんも触れました
が，2020年には東京でオリンピック・パラリン
ピックが開かれます。これは素晴らしい機会で
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す。イギリスは2012年にロンドンオリンピックを
開催しました。大会を契機に我々は飛躍しまし
た。世界に向けて扉が開いたように感じ，イギ
リスの素晴らしい部分を世界に紹介することが
できました。今度は同じことを日本ができるの
です。日本の人，文化，国の素晴らしさを世界
に向けて発信してください。

もうひとつ。コンテンツの輸出にはお金も時
間もかかりますが，デジタル技術の発達で可能
性が広がりました。そのひとつが“ニッチなも
の”を提供できるようになったということです。
面白い例をご紹介します。イギリスのChannel 
4がVODで 提 供 して い る 番 組 で『Walter 
Presents』というものがあります。プレゼンター

（司会者）のWalter Iuzzolinoというイタリア人
のテレビプロデューサーが，自分で選んだ外国
の番組をイギリス人に紹介するというものです。
デンマーク，スウェーデン，ドイツ，フランスな
どのドラマをどんどん流しています。そして，こ
のところイギリスで最も“ホット”なのは，デン
マーク製のドラマなのです。さらに今年，初め
て韓国のドラマが始まります。イギリス人にとっ
て，韓国ドラマに本格的に接する初めての機
会です。日本の皆さんもデジタルの力を使って，
ぜひこのようなサービスを考えてみてください。
日本のドラマも売れます。

司会：ありがとうございました。時間になりま
した。

英語で「セレンディピティ（serendipity）」と
いう言葉があります。“偶然に出会うことの喜び，
幸せ”といったような意味で，十数年前には同
名の映画も作られました 9）。30年間放送局で
働いてきて，テレビの中にはセレンディピティ任
せにするだけではもったいないと思えるコンテ

ンツがたくさんあると実感しています。それが，
OTTの登場で，今まで見逃していた番組に出
会える機会が増えてきたのではないかと感じて
います。

きょうのお話を聞いていて3人の方に共通し
ていたのは，放送もOTTもそれぞれの長所を
生かして共存，両立していくことが望ましいの
ではないかということだと思いました。

OTTはこの2016年も，日本で，そして海外
で大きく動くと思いますので，よく目を凝らして
その動向を見ていきたいと思います。本日はど
うもありがとうございました。

7. おわりに

文研フォーラムが終わって2週間ほどして，
Nielsenからプレスリリースが出た 10）。世界60
か国余りの3万人にオンラインアンケートした結
果で，タイトルに「多くの消費者は従来型の［有
料］テレビを解約しないことが明らかになった」
とある。一言で言えば“オンラインのサービス
と，従来型のサービスは互いに排除し合うもの
ではなく，互いを補い合う”という内容になっ
ている。これまでOTTをめぐっては，放送に
とっての脅威を過度に強調するものが多くヘキ
エキとすることもあったが，この調査結果はこ
れまでのOTTに関する分析で最も「腹に落ち
る」ものだった。

アメリカのメディアをフォローし続ける中で，
数年前にOTTという言葉に遭遇し，なぜかこ
の言葉に引きずられてきた。素晴らしいサービ
スだと思う反面，放送で働く者としてそれを素
直に認めたくないという気持ちもあった。
“放送”は，誤解を恐れずに言えば，極め
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て贅沢で面倒なシステムである。大きな番組や
ニュースを出すとなると，膨大なお金と時間と人
手と設備が要る。もちろん，高度なプロフェッ
ショナリズムに支えられたニュースや番組は社
会に大きな影響を与え，多くの人の感動を呼ぶ。
しかし，それだけではないシステムがあっても
よいのではないかと多くの人が考えていたところ
に，インターネットの技術に裏打ちされたOTT
が登場した。

放送とOTTの最も大きな違いは，視聴者，
ユーザーの“イニシアチブの在

あ

り処
か

”ではない
かと思う。放送では，視聴者は「受け手」だっ
た。OTTでも，もちろんコンテンツの多くはプ
ロの制作者が作るが，それを見る時間，場所，
機器，見方などはユーザーが決める。時には，
そのユーザーがコンテンツ・クリエイターになる
ことすら可能である。そのサービスの便利さが，
多くの人に支持されるのは自然なことだと思う。

テレビが登場しても，ラジオや映画が生き
残ったように，OTTが普及してもテレビの役割
がなくなることはないとシンポジウムでも言及さ
れた。そのとおりだと思う。そして，これから
のさらなる多メディアの時代に支持を集め続け
ることができるメディアは，当たり前ではある
が，「優れたコンテンツを提供し」，かつ「視聴
者，ユーザーの視点を忘れない」メディアであ
るということを，OTTの出現が物語っているよ
うに感じる。

（しばた あつし）

〔イギリスと中国の OTT サービスについては，
次号以降の『放送研究と調査』で報告する予定〕

注：
 1） DIGIDAY のサイトより http://digiday.com/

platforms/what-is-over-the-top-ott/
 2） アメリカの OTT の状況については拙稿「既

存の放送メディアを揺さぶるアメリカの OTT
サービス」『放送研究と調査』（2016 年 3 月号）
を参照

 3） ある番組やコンテンツについて，展開・流通さ
せる時期やメディア（媒体）をずらして，複数
の形で収益を上げる戦略

 4） S-VOD（Subscription Video On Demand）は
定額見放題型，T-VOD（Transactional Video 
On Demand）は視聴ごとに支払う都度課金型，
EST（Electronic Sell Through）はダウンロー
ド買い取り型。ほかに広告料でまかなう無料
の A-VOD（Ad-supported Video On Demand）
などがある

 5） 逢坂剛原作の刑事ドラマ。シーズン 1 は 2014
年 4 月から TBS で全 10 回を放送。シーズン 2
は同年 6 月から WOWOW で全 5 回を放送，そ
の後 TBS でも放送された。2015 年には劇場版
も公開された。主演は西島秀俊

 6） 日本でも知られる HBO と同様に，2 社とも映画
やドラマ，コメディー，スポーツなどを提供する
エンターテインメント企業。米国内ではケーブル
テレビなどで見ることができる。最近，両社とも
インターネットでの OTT サービスを始めた

 7） 1937 年イギリス生まれの映画監督。代表作に
『Alien』（1979），『Blade Runner』（1982），松
田優作の遺作となった『Black Rain』（1989），

『Black Hawk Down』（2001）などがある。最
新作は，マット・ディモン主演で，火星にひと
り取り残された宇宙飛行士の生き残りへの奮闘
と救出劇を描いた『The Martian』（2015）

 8） Instagram は写真共有の SNS，Tumblr はメディ
アミックス型ブログの SNS，Snapchat は写真
共有の SNS で，写真や動画が短時間で消える
のが特徴

 9） 2001 年公開のアメリカ映画。ニューヨークを
舞台に一組の男女の偶然の出会いを描いたロマ
ンチック・コメディー。主演はジョン・キュー
ザックとケイト・ベッキンセイル

 10） 2016 年 3 月 17 日　 ニ ー ル セ ン・ プ レ ス リ
リ ー ス http://www.nielsen.com/jp/ja/press-
room/2016/nielsen-pressrelease-20160317.
html


