有料動画配信は
どこまで拡大するのか

～「メディア利用動向調査」を読み解く～

メディア研究部

黛

岳郎

アメリカの NETFLIXとAmazonプライム・ビデオが日本でサービスを開始して 3 年が経過した。放送事業者
は独自の有料動画配信を展開し対抗する一方で，連携も深めている。有料動画配信のユーザーはどれくらいいて，
今後，サービスはどこまで拡大していくのかについて，NHK 放送文化研究所が 2016 年から毎年行っている世論
調査「メディア利用動向調査」の結果分析を中心に考察した。
有料動画配信市場の今後について分析を進めていくうえでは，2 つの観点を設定した。WOWOWやスカパー！
といった有料多チャンネル放送の加入者と，YouTubeなどの無料動画配信のユーザー，それぞれの調査結果を掘
り下げることで，有料動画配信に加入する可能性があるのかをみていった。
有料多チャンネル放送加入者については，現状においても有料動画配信に加入する動きがみられ，今後もこうし
た動きが続きそうだ。ただ，アメリカで起きているような有料多チャンネル放送から有料動画配信への乗り換え，い
わゆる“コードカッティング”が日本で起きる可能性はしばらくの間は低いと思われる。一方，無料動画配信ユーザー
については，有料動画配信に加入する動きが増えるかどうか，断定できる材料は見つけられず，むしろ無料動画配
信のサービス内容の充実が有料動画配信への加入を遠ざけているのかもしれない，という傾向を感じ取った。

スに影響を及ぼしかねない
“黒船”と騒がれた 1）。

はじめに

対する日本の放送事業者は，独自の有料動

世界の有料動画配信の市場をけん引する，

2

画配信をより積極的に展開するようになってい

アメリカの「NETFLIX」が日本に上陸したの

る。日本テレビの「hulu」
，フジテレビの「FOD」
，

は，2015 年 9月のことである。また，ネット通

NHKの「NHKオンデ マンド」といった 既 存

販大手Amazonによる「プライム・ビデオ」の

サービスを充実させることにとどまらず，さらに

サービスが始まったのも，同年同月だった。ア

2018 年 4月には，TBSテレビやテレビ東京など

メリカ資本による映画やドラマを中心にした

が組んだ新サービス「Paravi」2）が誕生した。

VOD（ビデオオンデマンド）以外に，スポーツ

では，放送事業者は外資への対抗心一辺

のライブ配信サービスも2016 年 8月から始まっ

倒なのかというと， そう単 純な話ではない。

た。イギリス資本の「DAZN」だ。このように

放送事業者によるコンテンツ供給は進んでお

2015 年秋から1年の間に，非放送事業者によ

り，人気のあったテレビドラマをNETFLIXや

る有料動画配信サービスが立て続けに登場し

Amazonプライム・ビデオにおいても見られる

た。しかも，これらのサービスが外資によるも

ケースは多い。また，NETFLIX が日本でサー

のであることから，当時は放送事業者のビジネ

ビスを開始する前の段階で同社と提携を結んだ
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フジテレビは，2018 年 4月

図1

主な有料動画配信サービス

には Amazonとの連携も強

外資系

放送事業者

通信事業者

化し， 自社 製 作の新 作映

NETFLIX

NHK
オンデマンド

dTV

画を配信していくことを発
表した。こうしたことから，
放送事業者の外資への向

Amazon
プライム・ビデオ

ビデオパス

hulu

DAZN

Paravi

Disney DELUXE

FOD

き合い方は，競争と協調の

dTVチャンネル

U-NEXT

両面を併せ持っていると言
える。
もちろん，有料動画配信はここまで言及して

はじめに

きたサービスだけではない。2019 年 3月には

1. 調査の概要

ウォルト・ディズニー・ジャパンが，動画配信

2. サービスの現状

を柱にした有料サービス「Disney DELUXE」

3. 加入者の特徴

を開始するなど，通信事業者も含めさまざまな

4. 加入者はどこまで拡大するのか

事業者による多様なサービスが展開されている

おわりに

（図 1）
。加えて，事業者の多くが契約件数の
詳細を明らかにしていないため 3），加入者はど
のような人たちで，どれくらいいるのかなど，よ

1. 調査の概要

くわからないのが実情だ。つまり，有料動画配

メディア利用動向調査は，4K・8Kや放送の

信市場は事業者同士の関係性やサービスのあ

インターネット同時配信をはじめとした放送・

りようが複雑な様相を呈しているうえに，基本

通信サービスなど，国内メディア環境の急激な

的な情報がない状態にあるのだ。そして，そ

変化が想定されることを踏まえ，現在の国民の

のことによって市場の動向の先行きなどを見通

メディア利用の実態や意向を把握するために始

すことも困難になっている。

められた。質問項目は多岐にわたっており，有

そこで本 研究では，NHK 放送文化研究所

料動画配信関連に限定した調査ではない。調

が 2016 年から毎年行っている世論調査「メディ

査の全体像がわかる単純集計結果などは，
『放

ア利用動向調査」を取り上げる。調査相手を

送研究と調査』2019 年 7月号を参照されたい 4）。

“国民の縮図”となるように選び出す世論調査

初回の調査実施は，NETFLIXとAmazon

によって得られた結果は，国内の現状を表して

プライム・ビデオの日本でのサービス開始から

いると言える。3 年分の世論調査の結果分析

約1年後にあたる2016 年秋で，以降，毎年同

を通じて，有料動画配信の現状に迫り，今後，

時期に行っている。最新調査にあたる2018 年

どこまで拡大していくのかを考察することがね

分は，2018 年11月17日（土）～ 11月25日（日）

らいだ。なお本 稿は，2019 年 3月に実施した

に配付回収法で実施した（表 1）。調査相手は，

「文研フォーラム」の研究発表内容に，一部最

住民基本台帳から無作為に抽出した全国の16

新情報などを加え，以下の構成で執筆した。

歳以上の男女 3,600人で，調査有効数（率）は
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2,264 人（62.9％）だった 5）。調査結果 1％あた
りのユーザー数は，約108 万人と推定すること
ができる。

調査日

2018 年 11 月 17 日
（土）～ 11 月 25 日
（日）

調査相手

全国 16 歳以上の男女 3,600 人（300 地点）
住民基本台帳から層化無作為 2 段抽出

調査方法

配付回収法

調査有効数（％）2,264 人（62.9％）
《サンプル構成》

年層
全体 16 ～
70 歳
20 代 30 代 40 代 50 代 60 代
19 歳
以上
実数
（人）

2,264 106

176

258

構成比
（％）

100.0

7.8

11.4 18.0 16.6 17.5 24.0

4.7

375

397

グループインタビューの概要

• リサーチ会社に登録しているモニター
調査
• 20 〜 39 歳（1 都 3 県在住の男性有職者／
対象者
女性有職者・専業主婦）
1 グループ 5 人 × 4 グループ
グルー ※「AbemaTV 週 1 回以上 利用者」
「TVer 週
プ数
1 回以上 利用者」男女各 1 グループ，計 4 グ
ループ

表 1 「メディア利用動向調査」の概要

408

表2

544

【共通条件】
• 有料動画配信 加入意向者
• 有料多チャンネル放送 非加入者
【グループ】
対象者
• G1：AbemaTV 男性 20 〜 39 歳 有職者
条件
• G2：AbemaTV 女性 20 〜 39 歳 有職者・
専業主婦
• G3：TVer 男性 20 〜 39 歳 有職者
• G4：TVer 女性 20 〜 39 歳 有職者・
専業主婦
調査日 2019 年 2 月 7 日（木）～ 2 月 9 日（土）
調査
時間

1 グループあたり約 2 時間

2. サービスの現状
ここでは，有料動画配信の利用率や加入者

4

本研究は，この世論調査をベースに進めて

の規模をみていくことで，サービスの現状を浮

いくが，一部，グループインタビューの結果分

き彫りにする。その世論調査の結果をみていく

析も活用する（表 2）
。第 4 章の「加入者はどこ

前に，まずは日本における放送と動画配信の

まで拡大するのか」では，
「WOWOW」や「ス

事情を押さえておく。

カパー！」といった有料多チャンネル放送の加

そもそも放送は，全国どこでも無料で地上

入者と，
「YouTube」などの 無 料 動画 配信の

波民放が視聴できるようになっている。また，

ユーザーに注目し，この 2 つの観点から有料動

今日では動画配信についても，YouTube や「ニ

画配信の今後について考察することになる。し

コニコ動画」，在京民放キー 5 局を中心にした

かし，無料動画配信ユーザーについては，世

見 逃し配信の共同プラットフォーム「TVer」，

論調査の結果を条件に沿って絞っていくとサ

サイバーエージェントとテレビ 朝日が展開す

ンプル数が 100人を切り，分析できない。こう

る「AbemaTV」など，複数の無料の動画配信

したことから，補完調査としてグループインタ

サービスが利用できるようになっている。つまり，

ビューを行った。詳細については後述するが，

放送と動画配信ともに，無料サービスが大きな

調査対象として集まってもらったのは「現在は

存在感を示しているのが日本の特徴である。

無料動画配信のユーザーにとどまっているもの

こうした環 境の中で，どのような有料動画

の，今後，有料動画配信への加入意向がある

配信のサービスが展開されているのか。主な

人」である。

定額制サービスの料金をまとめた（表 3）
。多
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くが 1か月あたり1,000 円前後で収まる料金設

では，動画配信サービスが全体でどれだけ

定となっている。もっとも安値なのは Amazon

利用されているのか，世論調査の結果を概観

プライム・ビデオの年間契約で，月額にすると

する（図 2）。無料サービスは左に，有料サー

408 円となる。 もっとも高いものは1,990 円の

ビスは右にまとめた。まず，無料サービスにつ

U-NEXT で，税込みの価格は 2,149 円である。

いてみていくと，50％以上のYouTubeは別格
として，AbemaTV は 2016 年に4％だったが，

表3

月額

を維持している。TVerについては，2017年は

見逃し見放題パック

972 円（税込）

特選見放題パック

972 円（税込）

4％と前年から倍増，さらに 2018 年は 5％と利

サービス・プラン
NHK オン
デマンド

933 円

Paravi

925 円

一方，有料サービスについては，Amazonプ

888 円

ライム・ビデオが 3％から5％，そして8％と，年々

ベーシック

800 円

NETFLIX スタンダード
プレミアム

一般

DAZN

1,200 円

利用者を増やしている。とはいえ，留意しなけ

1,800 円

ればならないのは，このサービスがAmazonで

500 円（税込）
年額：4,900 円（税込）

Amazon プライム・ビデオ

購入した商品をより速く配達してもらえたり，音

1,750 円

ドコモユーザー

楽ストリーミングサービスを楽しめたりするなど，

980 円

dTV

さまざまな特典がつく有料会員になれば利用で

500 円

ビデオパス

きるものであり，動画視聴だけを目的としたほ

562 円

U-NEXT

●

用者を毎年増加させている。

hulu
FOD

●

2017年には 7％に増加し，2018 年はその水準

主な有料動画配信サービスの料金

1,990 円

かの有料動画配信とは異なる点だ。サービスの

Amazonプライム・ビデオは，2019 年 4 月に値上げを実施。それ以前
は月額が 400 円，年額は 3,900 円
料金はすべて 2019 年 6月時点

図2
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間口が広いうえに，調査時点では今以上に料

利用している動画配信サービス（複数回答・抜粋）
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は前年と比べて統計的に有意に高いことを示す（以下同様）
※ サービス内に一部有料があるが，基本的なサービスは無料のため〈無料〉に分類
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金が割安だった。お得感のあるこうした戦略が
奏功している可能性が考えられる。

3. 加入者の特徴

また，NETFLIXとFOD，DAZN は 2018 年

ここでは， 有料 動画 配信の加 入者である

にそれぞれ 2％，2％，1％となり，前年より利

14％の人に注目する。まず，プロフィールを明

用者を増やしている。ただ，無料サービスと比

らかにし，その後，テレビ視聴や動画利用の

べると，有料動画配信は軒並み利用率が低い

実態をみていくことで，加入者の特徴を浮き彫

というのが実情だ。

りにする。

続いて，有料動画配信の加入者がどれくら
いいるのか，押さえておく。図 3 にあるように，

3-1

加入者のプロフィール

有料動画配信に「すでに加入している」と回答

加入者のプロフィール 6）を明らかにするにあ

した人は，2018 年には 14％と，2017年の 7％

たって，まず年層別にみてみると，加入者では

から倍増していることがわかる。2016 年からみ

20 代 が 31%，30 代 が 25%，40 代 が 19%で，

ても，毎年増加している。

全体（14%）に比べ高い。次に居住地域別に

以上のことから，有料動画配信の現状とし

みると，加入者では「東京圏」7）が 19%で，全

て，サービスごとの利用率は微増にとどまるも

体に比べ高い。さらに世帯年収でみると，加

のの，加入者は確実に増加しており，市場は

入者では中央値 8）を超える「500 万円以上」が

拡大傾向にあるということがうかがえる。

21％で，全体に比べ高かった。こうしたことか
ら，現在の有料動画配信の加入者の特徴は，

図3

20 代から 40 代の人，都心近郊に住んでいる

有料動画配信への加入状況・意向
（％）

2018 年

14 2

15

4

48

16
1

2017 年

7 2 13

4

51

20

51

1

23
1

すでに加入している
加入を検討している
様子をみて決めたい
かつて加入していたが，既に退会し，
今後は加入したいと思わない
これまで加入したことがなく，
加入したいと思わない

3-2

テレビ視聴の特徴

続いては，加入者がどのようにテレビを視聴

22
1

2016 年 4

人，年収が高い人，ということになる。

しているのか，その実態をみていく。その際，
有料動画配信加入者と非加入者の比較を通じ
て，加入者のテレビ視聴の特徴を浮き彫りにす
る。図 4 で，加入者と非加入者の規模を示し
た。四角の大枠が調査相手全体を表している。
そのうちの14% にあたる有料動画配信加入者

加入したいと思わない

を円で囲んだ。ここでの結果分析は，この円

このサービスを知らない

で囲まれた部分の人（加入者）とそれ以外の人

無回答

（非加入者）の比較ということになる。
まずみていくのは，
「休日を除くふだんの日
に，1日にテレビを何時間くらい見ているか」を
尋ねた結果だ（図 5）。録画した番組やDVDな
2016 年

6
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2017 年

次は，
「ふだん，NHKの番組と民放の番組

図4

のどちらを多く見ているのか」を尋ねた結果だ

調査相手全体

（図 6）
。有料動画配信加入者は非加入者と同

有料動画配信
非加入者
（85％）

様に「民放型」が大半を占めたが，
「NHK 型」
も一定数いた。若年層の割合が高いなどとい
う加入者のプロフィールを考慮すると，非加入
者と比べて「NHK 型」が少ないのではないか

有料動画配信
加入者
（14％）

と予想したが，差はなかった。

どの再生，ネットで見る動画は除いている。有
料動画配信加入者でテレビを「ほとんど，まっ
たく見ない」人は 15%，
「1 時間以下」の人は
32% だった。加入者は非 加入者と比べると，

図6

ふだんの視聴局

有料動画配信
加入者

12

18

有料動画配信
非加入者

12

NHK型

中間型

テレビをあまり見ない人が多かったのである。
加入者の特徴を年層別にみると，20 代，30

●

代，40 代の割合が高いことは，前節で指摘し

●

たが，こうした若年層はテレビの視聴時間がも
ともと短い。そのため，高い割合を占める若年
層の傾向によって加入者全体の視聴時間も短く
なっていることも考えられる。念のため，49 歳
以下の加入者と非加入者の比較分析も行った
が，こうした年齢を考慮した分析でも，加入者
がテレビをあまり見ないという傾向は変わらな

（％）

有料動画配信
非加入者
ほとんど，
まったく
見ない

23

58
民放型

32

35

0
無回答

「NHK 型」は，
「NHK だけを見て民放はまったく見ない」+「NHKのほ
うをずっと多く見る」+「どちらかといえば，NHKのほうを多く見る」
「中間型」は，
「NHK，民放，同じくらい見る」
「民放型」は，
「どちらかといえば，民放のほうを多く見る」+「民放の
ほうをずっと多く見る」+「民放だけを見て，NHK はまったく見ない」
「テレビは見ない」は，
「ほとんど，まったくテレビは見ない」

●

●

3-3

動画利用の特徴

では，有料動画配信加入者は動画をどのよ
うに利用しているのだろうか。ここでも，加入
者の特徴をみていくための比較対象を図 7 で

調査相手全体
（％）

15

テレビは
見ない

7

図7

1 日のテレビ視聴時間（休日を除く）

有料動画配信
加入者

11
0

かった 9）。
図5

59

無料動画配信
ユーザー

19

有

0
8

20

1時間
以下

39
2〜3
時間

無料のみユーザー

33
4 時間
以上

0
無回答

「1 時間以下」は，
「30 分くらい」+「1 時間くらい」
「2 ～ 3 時間」は，
「2 時間くらい」+「3 時間くらい」
「4 時間以上」は，
「4 時間くらい」+「5 時間くらい」+「6 時間以上」
は比較対象の同回答と比べて統計的に有意に高いことを示す
（以下同様）

有料

●
●
●

有料動画配信
加入者

AUGUST 2019
接続している

7

示した。新たに無料動画配信のユーザーが加

図9

動画視聴時のデバイス

（もっとも利用するもの）

わったが，その位置関係は有料動画配信加入
者と一部分重なり合う形で存在している。全

（％）

有料動画配信
加入者

体に占める無料動画配信のユーザーの割合は

48

15

20

13 2
1

〈296人〉

無料のみ
ユーザー

55％だ。加入者と比較するのは，このうちの
斜線部分に該当する「無料動画配信は利用し

64

1

21

9 4
1

〈980人〉

スマートフォン

ているものの，有料動画配信には加入していな

パソコン

インターネットに接続したテレビ
タブレット端末

携帯電話

無回答

い人」
（以下，
“無料のみユーザー”）とする。

無料・有料を問わず，動画をどれくらいの頻
度で視聴しているかを尋ねた（図 8）。有料動

視聴しているコンテンツの種類についてもみ

画配信加入者の半数が動画を「毎日のように」

てみる。テレビ番組に関する動画なのか，そ

視聴しており，
「週に1 ～ 4日くらい」の人と合わ

れ以外なのかを尋ねた（図 10）
。有料動画配

せると88％にのぼった。
“無料のみユーザー”よ

信加入者では，
“無料のみユーザー”と同様に

りも動画の視聴頻度が高いという結果になった

「テレビ以外動画派」が大半だが，
「テレビ動画

のである。

派」も37%と一定数いる。しかも，その割合は
図 8 動画視聴頻度

“無料のみユーザー”よりも多かった。加入者

50

38

11 2

れない。

0

〈296人〉

31

46

19

4

図 10

1

〈980人〉

毎日の
ように

信を通じてテレビ番組を視聴しているのかもし

（％）

有料動画配信
加入者

週に1〜
4日くらい

月に1〜
2日くらい

年に数日
くらい

無回答

有料動画配信
加入者
無料のみ
ユーザー
テレビ動画派

ついては，どのような特徴がみられたか。図 9

32

＜

頻度中低
頻度高
有料動画配信市場は今後どのように，そして

たことから，加入者はより大きな画面で動画視
＊2
動画視聴頻度高
動画視聴頻度中低

動画視聴なし

どこまで拡大していくのかを考えるにあたって
は，前述したように有料多チャンネル放送加入

有料動画配信加入者

AUGUST 2019

無回答

4. 加入者はどこまで拡大するのか
視聴なし

25

聴することを好むと言えそうだ。

1
テレビ以外動画派

無料

14

40
35
ユーザー”に比べて多かったのである。こうし
〈615人〉

71

＜

接続していない

28

有料動

●

〈519人〉
みられた。
「インターネットに接続したテレビ」
＊1

1

「テレビ動画派」は，
「
『テレビ番組に関する動画』のほうが多い」+「ど
ちらかといえば『テレビ番組に関する動画』が多い」
「テレビ以外動画派」は，
「どちらかといえば『テレビ番組に関する動画』
以外が多い」+「『テレビ番組に関する動画』以外のほうが多い」

ユーザー”ともに，
「スマートフォン」がもっとも

「タブレット端末」と回答した人が，
“無料のみ

62

●

をみると，有料動画配信 加入者，
“無料のみ

54%

（％）

37

〈980人〉

動画視聴の際，もっとも利用するデバイスに

多かった。その一方で，加入者特有の傾向も
接続している

動画視聴内容

〈296人〉

「週に1 ～ 4日くらい」は，
「週に 3 ～ 4日くらい」+「週に1 ～ 2日くらい」
（以下同様）

●

8

無料

はふだんテレビをあまり見ていない分，動画配

88％

無料のみ
ユーザー

有料動

有料動

無

無料

者と無料動画配信ユーザーの 2 つの観点からア

動画配信加入者の数は，有料多チャンネル放

プローチしていきたい。というのも，有料動画

送との“両サービス加入者”
（図中①）のほう

配信加入者の大部分が，この 2 つのカテゴリー

が，
「有料動画配信だけに加入している人（図

のどちらかに属していると考えられるからであ

中②）」より多かった。それが 2018 年になると，

る。

①と②の割合が逆転し，有料動画配信加入者

この 2 点については，図を活用しながら，よ
り詳しく押さえておく。まず，1つ目の観点につ

の半数以上が，
「有料動画配信だけに加入して
いる人」になったのである。

いてだが，放送の領域でも有料のビジネスモ
デルをとる「有料多チャンネル放送」という形
態がある（図 11）。この加入者の全体に占める
割合は 33％だ。そして，
「有料多チャンネル放
送加入者」と「有料動画配信加入者」が重なり

図 12
調査相手全体
2018 年に
①＜②に変化

有料多チャンネル放送
加入者

合った部分は，両方のサービスに加入している
人たちということになる（以下，
“両サービス加
入者”）。3 年間の世論調査の結果からは，こ

①

の“両サービス加入者”が，拡大し続けている

②
有料動画配信
加入者

ことがわかっている。そこで，今後もこの傾向
が続くのか，
「有料多チャンネル放送加入者で，
有料動画配信への加入意向がある人」に注目

そして，この「有料動画配信だけに加入して

して分析を進めていく。

いる人」の増加に寄与しているのが，無料動画
配信ユーザー（有料多チャンネル放送には未加

図 11
調査相手全体
注目ポイント
有料多チャンネル放送
加入者

入）となる（図 13）
。そこで，2 つ目の観点とし
て，今後もこの傾向が続くのか，
「無料動画配

両サービス加入者

図 13
調査相手全体
無料動画配信
ユーザー

有料動画配信
加入者

有料多チャンネル放送
加入者

注目ポイント

2 つ目の観点である無料動画配信ユーザー
の詳細をみていくうえでの前提を示したのが，
図 12 である。2016 年と2017年において有料

有料動画配信加入者

AUGUST 2019

9

信ユーザーで，有料動画配信への加入意向が

る。これらの事業者の中には同時配信を加え

ある人」に注目して分析を進めていく。

たオンデマンドサービスなども展開していると
ころがあるが 12），そうしたネット配信サービス

4-1 有料多チャンネル放送加入者からの拡大
1つ目の観点である，有料多チャンネル放送

も含めて「有料多チャンネル放送」としている。
表 4 には各事業者のサービスや主なプランの料

加入者で，有料動画配信への加入意向がある

金をまとめたが，どれも2,000 円以上かかり，

人をみていく前に，いったん日本を離れて，欧

有料動画配信よりも割高に設定されている。日

米のテレビ事情についても触れておく。

本でも，コードカッティングと類似した現象が

アメリカでは，地 上波チャンネルを含む多

起きても不思議ではない。

チャンネルサービスをケーブルテレビや衛星放
送などを通じて視聴するのが主流だ。そうした

表4

中で，NETFLIXなどの新たなサービスが登場

サービス・プラン

した。有料動画配信の料金は有料多チャンネ

WOWOW

ル放送と比べると割安に設定されており，2010

スカパー！

年代に入ると，有料多チャンネル放送加入者

ひかり TV
（IPTV）

の中でも見たいコンテンツが明確な人などの間
で，ケーブルテレビなどの契約を解除し，有

主な有料多チャンネル放送の料金

ケーブルテレビ
●

月額
2,300 円

基本プラン

3,600 円

テレビおすすめプラン

2,500 円

J:COM TV スタンダード

5,342 円

料金はすべて 2019 年 6月時点

料動画配信へと乗り換える動きが起きている。
ケーブルテレビをコードになぞらえて，契約解

しかし，3 年間の世論調査の結果をみると，

除することから“コードカッティング”と呼ばれ

有料動画配信加入者は増加する一方で，有料

ている現象で，関連するものとして，2010 年か

多チャンネル放送加入者は減少していない。こ

ら 8 年の間で，地上波テレビを直接受信する

のことから，日本においてコードカッティングと

世帯が 48％増加したというデータも出されてい

類似した現象は，世論調査でわかる規模では

10）

起きていないと言える。その代わりに日本で起

こうした現象は，アメリカだけではない。イ

きている現象というのが，前述した有料多チャ

ギリスの放送・通信分野の規制監督機関であ

ンネル放送加入者が有料動画配信にも加入す

るOfcom（Office of Communications）は 2018

るという，
“両サービス加入者”の増加というこ

年，国内の有料動画配信の契約数が有料放送

とになる。

る 。

11）

このことがわかる世論 調査の結果が 図 14

ケーブルテレビや衛星放送の契約を縮小する

だ。有料多チャンネル放送加入者の，有料動

兆候が，イギリスでもうかがえるのだ。

画配信への加入状況や加入意向を示している。

の契約数を初めて上回ったことを公表した 。

では，日本においてはどうなのだろうか。メ

この図で「すでに加入している」と回答した人

ディア利用動向調査では，
「有料 多チャンネ

が，
“両サービス加入者”ということになるわけ

ル放 送 」の定 義を，WOWOWやスカパー！，

だが，2018 年は 20％にのぼり，年々増加して

IPTVのひかりTV，ケーブルテレビとしてい

いることがわかる。そして，今後もこの流れが

10
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続くのかというのが，こ

図 14

の節で分析することであ
る。そこで，分析を進め
るにあたっては，有料動
画配信への加入意向を感
じ取られる「加入を検討
している」
「様子をみて決
めたい」と回答した 20%
の人を“加入意向者”とし
て，また，それ以外の回

有料動画配信への加入状況・意向（有料多チャンネル放送加入者）
両サービス加入者

2018 年

20

〈747人〉

2017 年

14

〈657人〉

2016 年
〈363人〉

加入意向者

2

2

加入意向なし

18

14

3

（％）

41

4

15

43

2

22
1

8

1

23

44

22
1

すでに加入している

加入を検討している

様子をみて決めたい

かつて加入していたが，既に退会し，今後は加入したいと思わない
これまで加入したことがなく，加入したいと思わない
このサービスを知らない

加入したいと思わない

無回答

答をした人を“加入意向
なし”として，それぞれ位

2018 年〈74

置づける。そのうえで，
“加入意向者”が有料すでに加入している 図 15 有料多チャンネル放送の視聴頻度
動画配信に加入するのかしないのか，
“両サー加入を検討している

（％）

2017 年〈65

様子をみて決めたい
加入意向者

31
41
14 3 11
〈147 人〉
ビス加入者”や“加入意向なし”の人の世論調かつて加入していたが，既に退会し，今後は加入したいと思わない
0
両サービス
査結果の数字と比較しながらみていくことにすこれまで加入したことがなく，加入したいと思わない
33
44
7 6 10
加入者
加入したいと思わない

る。

2016 年〈36

〈149 人〉
このサービスを知らない

加入意向なし

図 15 は，有料多チャンネル放送をどれくら無回答
“加入意向者”と“両サービス加入者”ともに，
「 毎日のように」と回答した人は 30%台前半
較すると少ない。つまり，
“加入意向者”は，
“両

44

〈439 人〉

いの頻度で視聴しているかを尋ねた結果だ。

だった。この数字は“加入意向なし”の人と比

0

33

9 4 10
1

毎日のように

週に 1 〜 4 日
くらい

月に 1 〜 2 日
くらい

年に数日くらい

ほとんど，
まったく見ない

無回答

は比較対象の同回答と比べて統計的に有意に低いことを示す
（以下同様）

サービス加入者”と同程度に，有料多チャンネ
ル放送の視聴頻度が低いということになる。
次に，
「インターネットでも有料チャンネルを

図 16 「インターネットでも有料チャンネル
を見ることができるとよい」

見ることができるとよい」という設問に対し，
「そう思う」かどうかを尋ねた結果をみてみる

27

20

6
1

両サービス
加入者

ともに，
「そう思う」と回答した人が半数近くに

48

22

20

8 2

〈149 人〉

のぼり，
“加入意向なし”の人と比べると多かっ

加入意向なし

た。
“加入意向者”は，
“両サービス加入者”と

〈439 人〉

同程度にネットを活用した視聴サービスを欲し
送の事業者でネット配信サービスを展開してい

46

〈147 人〉

（図 16）
。
“加入意向者”と
“両サービス加入者”

ている。前述したように，有料多チャンネル放

（％）

加入意向者

そう
思う

18

どちらとも
いえない

24

33

23

2

そう
思わない

わから
ない

無回答

「そう思う」は，
「そう思う」+「ややそう思う」
「そう思わない」は，
「あまりそう思わない」+「まったく思わない」
（以下同様）

●

無回答

●

AUGUST 2019
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るところもあることから，すでにこうしたニーズ

向なし”と比べると少なかった。逆に「501 ～

に応えていることもあり得るわけだが，多くの

1,000 円」
「1,001 ～ 1,500 円」
「1,501 ～ 2,000 円」

“加入意向者”がいつでもどこでも見られるネッ

を支払ってもよいと回答した人は，
“加入意向

トサービスの形態に魅力を感じていることは間

なし”と比べると多かった。しかも，この「501

違いないと言えそうだ。

～ 2,000 円」は主な有料動画配信の料金が収

ここまでの結果分析から，
“加入意向者”に

まる金額帯であるというところが注目に値する。

は，
“両サービス加入者”と同じ傾向があるこ

実に“加入意向者”の半数以上が，現実に加

とが浮かび上がってきた。しかも，有料多チャ

入した場合に支払わなければならない金額を

ンネル放送を“加入意向なし”の人ほど頻繁に

許容する姿勢を示したのである。

は利用していないにもかかわらず，ネット配信
サービスには興味を持っていることから，
“加
入意向者”がこのまま有料動画配信へ加入する

図 17

可能性すら感じさせる。

「501〜 2,000 円」

その一方で，
“加入意向者”と“両サービス

加入意向者

加入者”の年層における特徴は異なった。年

〈147 人〉

層別にみると，
“両サービス加入者”では 30 代

16

19

52

〈439 人〉

13）

は 16 ～ 19 歳と40 代の割合が高かったのだ 。
“加入意向者”は，より若年層と高年層へ分散

30

10

（％）

15

8 2
1

加入意向なし

の割合が高かったのに対し，
“加入意向者”で

したのである。

有料動画配信に支払ってもよい金額

（1 か月あたり・“加入意向なし”との比較）

16

234 3

21

0

0〜
100 円まで

101 〜
500 円まで

501 〜
1,000 円まで

1,001 〜
1,500 円まで

1,501 〜
2,000 円まで

2,001 〜
3,000 円まで

3,001 円
以上

無回答

「0 ～ 100 円まで」は，
「0 円」+「100 円まで」
「2,001 ～ 3,000 円まで」は，
「2,500 円まで」+「3,000 円まで」
「3,001円以上」は，
「5,000 円まで」+「5,001円以上」
（以下同様）

●

では，
“加入意向者”は本当に有料動画配
信に加入するのだろうか。やはり，鍵を握るの

●
●

は，料金の支払いをどのように捉えているのか
という点であろう。図 17 は，
“加入意向者”は
実際，有料動画配信に1か月あたりどれくらい

支払ってもよい計 58%
続けて，
“加入意向者”と“両サービス加入

者”の比較をみていく
。
“両サービス加
39 （図 18）
3 18%
21
4 7 4
2018年

3

1 10

の額を支払ってもよいと思っているのか，
“加入

入者”はすでに有料動画配信の料金を支払っ

意向者”と“加入意向なし”の人の比較である。

ている人たちであり，支払ってもよい金額も当

ここでは“加入意向なし”からみていくと，
「0

然，ある程度高くなってくるはずである。実際，

～ 100 円」と回答した人は 52% にのぼった。メ

「0 ～ 100 円」と回答した人は，
“加入意向者”

支払ってもよい計 54%

2017年

44

5

16

19

3 7 32
1 10

0円

100 円まで

500 円まで

1,000 円まで

ディア利用動向調査で取り上げている有料動

のほうが多かった。また
「3,001円以上」
1,500 円まで
2,000 円まで
2,500 円まで と回答
3,000 円まで

画配信には，100 円以下のサービスは存在しな

5,000 円まで
5,001 円以上
無回答
した人は，
“加入意向者”
のほうが少なかった。

い。やはり，
“加入意向なし”の人の半数以上

とはいえ，ここでも重要なのは，主な有料

が有料動画配信には料金を支払いたくないと

動画配信の料金が収まる「501 ～ 2,000 円」の

思っているのである。一方の“加入意向者”は

金額帯である。そして，その範囲においては，

「0 ～ 100 円」と回答した人は 16%と，
“加入意

12
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“加入意向者”と“両サービス加入者”の間に

差はほぼなかったのである。つまり，
“加入意
向者”の有料動画配信に対する支払い許容金
額は，
“両サービス加入者”と比べても遜色な
いことから，今後，
“加入意向者”が有料動画
配信へ加入する見込みはある程度はあると言え

図 19 「インターネットの動画が見られれば十分
なので，有料チャンネルは不要だ」
（有料多チャンネル放送加入者全体）

11

2017 年

9

23

2016 年

8

25

〈747人〉

〈657人〉

るのではないだろうか。

〈363人〉

図 18

有料動画配信に支払ってもよい金額

（１か月あたり・“両サービス加入者”との比較）
「501〜 2,000 円」

加入意向者

16

〈147 人〉

19

30

10

8 2

52

13

13 2

52
そう
思わない

わから
ない

3

無回答

10 7 2

点に関して，
“両サービス加入者”と“加入意

101 〜
500円まで

501 〜
1,000円まで

1,001 〜
1,500円まで

1,501 〜
2,000円まで

2,001 〜
3,000円まで

3,001 円
以上

無回答

20

12 2

では，有料チャンネルは不要かどうかという

0〜
100円まで

9

どちらとも
いえない

52

1
7

31

そう
思う

22

（％）

15

両サービス
加入者

14

（％）

2018 年

〈149 人〉

向者”には，有料多チャンネル放送加入者全
体と異なる傾向がみられるのだろうか（図 20）
。
“両サービス加入者”
“加入意向者”ともに，
「そ
う思わない」人が半数以上にのぼり，有料多
チャンネル放送加入者全体と同様の結果となっ

ここまでみてきたところで気になるのは，今

た。
“両サービス加入者”と
“加入意向者”では，

後，コードカッティングと類似した現象が日本

有料多チャンネル放送の視聴頻度が低く出る

でも起きるのかどうか，その可能性ではないだ

などはしたが，その反面，有料多チャンネル放

ろうか。そこで，
「インターネットの動画が見ら

送への愛着もみて取れたということになる。こ

れれば十分なので，有料チャンネルは不要だ」

うしたことから，コードカッティングと類似した

という設問に対し，
「そう思う」かどうか，尋ね

現象が日本で起きる可能性は，現状では低い

た結果をみてみる（図 19）。この図については，

と言えるのではないだろうか。
加入意向者

“加入意向者”を中心とした 3 者の比較ではな

さらに踏み込んで言えば，
“両サービス加入

く，有料多チャンネル放送加入者全体がどの

者”の有料多チャンネル放送への愛着の強さ

ように回答したか，3 年分の結果を示している

から，日本における有料多チャンネル放送と有

ことに留意されたい。そして，結果は一目瞭然

両サービス加入者
料動画配信は今のところ競合するサービスには

ではあるのだが，どの年も「そう思わない」と

なっていない可能性すら感じさせる。有料多

回答した人が 52%となり，言い換えれば，多

0
10 20 30
チャンネル放送加入者にとっての有料動画配信

くの有料多チャンネル放送加入者が，有料チャ

は，さらに多くの映像コンテンツを楽しむため

ンネルを必要だと思っていることがわかったの

のものとして位置づけられているのではないだ

である。

ろうか。

AUGUST 2019

40

13

50

図 20 「インターネットの動画が見られれば十分
なので，有料チャンネルは不要だ」
（2018 年）
（％）

全体

11

22

両サービス
加入者

11

22

加入意向者

7

31

〈747人〉

52

12 2

55

9 3

〈149 人〉
〈147 人〉

そう
思う

58

3
1

どちらとも
いえない

そう
思わない

わから
ない

無回答

図 21 に示した。
“無料動画配信ユーザーの加
入意向者”の加入が，今後も続くのかというの
が，この節で分析することである。そして，こ
こではあらかじめ“無料動画配信ユーザーの加
入意向者”が有料動画配信に1か月あたりどれ
くらいの額を支払ってもよいと思っているのか，
前節で注目した有料多チャンネル放送加入者の
“加入意向者”との比較で分析を行った。する
と，両者の間には大きな差はなく，
“無料動画
配信ユーザーの加入意向者”の支払い許容金

ここまで，有料多チャンネル放送加入者の

額も高く出た 15）。このことから，
“無料動画配

観点から，有料動画配信市場は今後どのよう

信ユーザーの加入意向者”
は今後，程度はわ
全体

に，そしてどこまで拡大していくのかをみてき
たが，以上のような世論調査の結果分析を踏
まえ，筆者なりの結論をまとめると次のように

からないにせよ，有料動画配信に加入する可能
性があると考えられる。

両サービス加入者

図 21

なる。

加入意向者
調査相手全体

日本の有料動画配信市場は，コードカッティ
ングと類似した現象が世論調査でみえてくるよ

0

うな規模で起きることは今後もしばらくはなく，

10

支払い許容金額

“両サービス加入者”になる人を増やしながら，

有料多チャンネル放送
加入者の 加入意向者
と大差なし

拡大していく可能性が高いのではないだろう
か。ただし，世論調査では有料多チャンネル

20

30 40 50
無料動画配信
ユーザーの
加入意向者

60

割合が高い年層

放送加入者の「見たいチャンネルだけを自由に

16 〜 19 歳

選べるとよい」という要望も高く出ていたりもす

20 代
30 代

ることから14），今後，コードカッティングと類似

※図 13 の有料多チャンネル放送加入者を除いた
うえで再度「注目ポイント」部分を示した

した現象が起きるか起きないかは，有料多チャ
ンネル放送事業者のサービスの展開次第とい
う面もあると思われる。

次に，
“無料動画配信ユーザーの加入意向
者”が，ふだん利用している無料動画配信サー

4-2

無料動画配信ユーザーからの拡大

ここからは，2 つ目の観点である，
「無料動

ビスについてみてみると，次のような結果となっ
た（複数回答，10％以上のみ掲出）。

画配信ユーザーで，有料動画配信への加入意
向がある人」
（以下，
“無料動画配信ユーザー

●

YouTube

95％

の加入意向者”）をみていく。
“無料動画配信

●

AbemaTV

15%

ユーザーの加入意向者”の位置関係と特徴を，

●

ニコニコ動画 14%

14
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無回答

70

80

90

●

TVer

12％

聴しているコンテンツと同じジャンルのものを有
料動画配信でも見たいと思うのかどうか，とい

トップはやはりYouTubeで，ほぼ全員が使っ

う点に注目することにした。また，サービス面

ている。そして，それに続いてよく利用されて

についても同様のことを探ってみることにした。

いるサービスは，AbemaTV，ニコニコ動画，

AbemaTVや TVer のユーザーで，有料動画配

TVerだった。

信への加入意向がある人たちは，現在自分が

ここからは，さらに特定のサービスのユー

使っているサービスの延長線上にある有料サー

ザーに絞ることで，
“無料動画配信ユーザーの

ビスに魅力を感じているか，という点にも注目

加入意向者”の今後の動きを探る手がかりを得

することにしたのである。AbemaTV は基本的

たい。ただし，YouTubeについては広く行き渡

には無料サービスだが，見逃した番組などを見

り，すでに一般化しているため，特徴が見いだ

ることが可能な「Abemaプレミアム」という有

せないおそれがある。そこで今回は，放送事

料サービスも展開している。TVerについても，

業者が手がける無料動画配信サービスとして

サービスの目的としては，大前提としてテレビ

位置づけることができるAbemaTVとTVer の

への回帰をねらったサービスではあるが，民放

ユーザーに注目することにした。

キー局各社の有料動画配信へのタッチポイント

しかし，前述したように，本調査において

にもなっているからだ。

“無料動画配信ユーザーの加入意向者”で，か
つAbemaTVもしくは TVer のユーザーとなる

図 22

と，サンプル数が少なくなり分析が行えない
ため，グループインタビューを行うことにした

グループインタビューの着眼点
無料

有料

（p.4，表 2 参照）。
画配信ユーザーの加入意向者”では，16 ～ 19

ジャンル

世論調査の結果を年層別にみると，
“無料動

アニメ

アニメ

バラエティー

バラエティー
ドラマ

歳，20 代，30 代の割合が高い 16）。そのため，

ドラマ

グループインタビューの対象者は 20 代から30
代とし，男性については有職者，女性につい
員，AbemaTVもしくは TVer の ユーザ ーで，
有料動画配信への加入意向がある人たちであ

サービス

ては有職者と専業主婦に集まってもらった。全

AbemaTV

Abemaプレミアム
hulu

TVer

Paravi
FOD

る。なお，16 ～ 19 歳の人については，有料動
画配信の料金を自分で支払えない可能性があ
ることを考慮して除外した。
グループインタビューを行うにあたっては，あ

では，それぞれのユーザーの発言を具体的
にみていくことにする。

る着眼点も設定した（図 22）。まず，ジャンル
についてだが，AbemaTVや TVerで日ごろ視
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「AbemaTV」ユーザー
▼

28 歳 専業主婦
よく見るジャンル：アニメ

友達に Amazon プライム・ビデオを使っている
人がいて，うらやましい。安さも魅力的に感じ
る。映画やドラマを見たいと思う。

▼

30 歳 男性有職者
よく見るジャンル：バラエティー

AbemaTV のバラエティーは制限がなくていい。
ただ，過去のものを見たいとまでは思わない。
hulu や NETFLIX で海外ドラマを見たい。

▼

28 歳 女性有職者
よく見るジャンル：アニメ

休日はテレビではなく，AbemaTV でアニメば
かりを見ている。ただ，有料動画配信に入って
も，アニメを見るつもりはない。Amazon プラ
イム・ビデオに入りたい。社会人になって映画
館に行けなくなったので，その代わりとして使
いたい。

発言をみると，ユーザーからは，無料で見て
いるジャンルを有料でも見たいという欲求や，無
料で使っているサービスの延長線上にある有料
サービスに加入したいという気持ちがあまり感
じられない。グループインタビューは合計で 20
人に行ったが，全体を通しても，この傾向は変
わらず，無料で楽しんでいるジャンルやサービ
スに関しては，無料サービスの範疇で十分満
足している様子さえうかがえたのである。
ユーザーが有料動画配信に求めているもの
を具体的にまとめてみると，図 23 のようになる。
ジャンルは，オリジナルドラマや映画，海外ド
ラマを見たいというユーザーが多かった。また，
サービスとして人気が集まったのは，Amazon
プライム・ビデオ，NETFLIX，huluの 3 サー
ビスだった。
グループインタビューから感じたのは，有料
動画配信では無料サービスとはまったく別の
ジャンルを楽しみたいとか，より特別感の高い

「TVer」ユーザー
▼

32 歳 男性有職者
よく見るジャンル：ドラマ，バラエティー

テニスをするのが趣味。DAZN ではテニスの試
合がたくさん見られるので，興味がある。

体験を求めているということだ。また，発言に
もあるように，有料動画配信は無料動画配信

図 23

▼

25 歳 女性有職者
よく見るジャンル：ドラマ

無料

ジャンル

テレビを持っていないが，TVer が代わりをして
くれるので十分。有料動画配信はレンタル DVD
の代わりとして入りたい。hulu か NETFLIX で，
海外ドラマや映画を見たい。

グループインタビューでみえてきたこと
有料

アニメ

映画
オリジナル
ドラマ

バラエティー
ドラマ

海外
ドラマ

▼

35 歳 男性有職者
よく見るジャンル：ドラマ

16
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サービス

TVer は見逃したドラマをすぐネットにアップし
てくれるので，使い勝手がいい。テレビ局の有
料動画配信にオリジナルのコンテンツなどがあ
ることは知っているが，テレビ局のコンテンツ
がメインという印象で，入りたいとは思わない。

AbemaTV
TVer

Amazon
プライム・ビデオ
NETFLIX
hulu

の延長というより，映画やレンタルDVD の代わ

ような世論調査とグループインタビューの結果

りという側面もあるようだ。

分析から，筆者なりの結論をまとめておく。

では，ユーザーは今後，本当に有料動画配

今後，
“無料動画配信ユーザーの加入意向

信に加入するのだろうか。実は，ここまで取り

者”が加入する可能性のあるサービスは確かに

上げてきたものとは趣旨の異なる発言も聞かれ

存在するが，無料動画配信ユーザーの有料動

たのである。

画配信への加入が増え続けるかという点につい
ては，それを断定できるような材料を見つける

女性有職者

何本で元を取れるとか考えると，見られる自信
がない。まったく見ない月もあるのではないか
と思うと，もったいない。

▼

35 歳

専業主婦

具体的なサービスの中身を調べていない。お試
し期間もあるが，正直申し込むのに手間を感じ
る。

「TVer」ユーザー
▼

39 歳

女性有職者

もう少し時間に余裕がある仕事に変えたタイミ
ングで，加入できたらいい。

▼

28 歳

男性有職者

見たい映画やオリジナルドラマを見終わったあ
と，ほかに見るものがあるのかと考えると，見
ない可能性のほうが高いと感じてしまう。

ビューからは，無料動画配信のサービス内容
が充実していることによって，有料動画配信へ
の加入が遠ざかっているのかもしれない，とい
う傾向を感じ取った。

おわりに
本研究を進めるにあたっては，有料動画配
信を手がける事業者（NETFLIX, hulu）への
取材も試みた。事業者には，今回の調査の結
果分析を見てもらったうえで，話を聞いた。
「NETFLIX」の見解
▼

▼

31 歳

ことはできなかった。むしろ，グループインタ

有料多チャンネル放送は継続傾向にあり，
無料動画配信ユーザーも加入が加速

日本向けのオリジナルコンテンツが豊富に

▼

「AbemaTV」ユーザー

なり，2018 年は飛躍の年になった
▼

“より多く”の人よりも，限られた人に

このように，今後，確実に有料動画配信に

“より深く”ささるサービスを目指す

加入するかどうかというと，そこまでの強い意
志を感じ取ることができないユーザーもいたの
である。

NETFLIXの 担 当者によると，NETFLIX
の加入者で，かつ有料多チャンネル放送の加
入者でもある場合，有料多チャンネル放送の

ここまで，無料動画配信ユーザーの観点か

契約を解除しない傾向にあるということだっ

ら，有料動画配信が今後どのように，そしてど

た。また，これまで無料動画配信の利用にと

こまで拡大していくのかをみてきたが，以上の

どまっていた人たちの中から，料金を支払って
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でもプロが制作したクオリティーの高いコンテ

果分析から，より存在感を示すサービスになっ

ンツを見たいという人が増えてきている点を強

ていく可能性も感じた。現在みせている拡大

調した。そして，今後のビジネス戦略として，
“よ

傾向が今後どこまで続くのか，引き続き注目し

り多く”の人よりも，限られた人に“より深く”

ていきたい。

ささるサービスを展開していきたい，ということ

（まゆずみ たけろう）

だった。
注：

「hulu」の見解
▼

無料動画配信ユーザーの加入増加には懐疑的
であり，ケーブルテレビとの連携に注力

▼

ビジネスの潮目が 2018 年の夏ごろから

▼

変わってきている
老若男女に受け入れられるコンテンツの
ラインナップで“百貨店”的サービスを目指す

一方，huluの担当者は，無料動画配信の利
用にとどまっていた人たちからの加入が今後も
続くかどうかという点については懐疑的で，む
しろ有料多チャンネル放送加入者の動きに注
目しているということだった。同社では加入者
拡大を目指し，ケーブルテレビとの連携が始
まっている17）が ，この取り組みの根底にもそ
うした見方があるということである。そして，
NETFLIXとは対照的に，老若男女，誰もが
関心を持つコンテンツのラインナップを目指し
ていくということだった。放 送事 業者による
サービスらしい考え方と言えよう。
huluは，2018 年の夏ごろからビジネスの潮
目が変わり，加入者が増えてきていると言って

1）一例として，日経 BP『日経ビジネス』2016 年
9 月 12 日号 pp.28-31
2）TBS HD，日本経済新聞社，テレビ東京 HD，
WOWOW，電通，博報堂 DY メディアパート
ナーズが共同設立した PPJ（プレミアム・プ
ラットフォーム・ジャパン）によるサービス。
3）例 え ば NETFLIX は 190 か 国 以 上 で サ ー ビ ス
を展開し，2019 年 3 月末時点の全有料会員数
は約 1 億 4,900 万人だが，日本の会員数などは
明らかにしていない。
4）保髙隆之，山本佳則（2019）
「ユーザーからみ
た新しい放送・通信サービス」
『放送研究と調
査』69（7）；34-63
		また，2016 年と 2017 年の「メディア利用動向
調査」については，以下を参照。
		・ 北村紀一郎，保髙隆之，村上圭子，黛岳郎
（2017）
「ユーザーから見た新しい放送・通信
サービス」
『放送研究と調査』67（7）；3-24
		・ 村上圭子，黛岳郎，平田明裕，星暁子，有
江幸司（2018）
「ユーザーからみた新しい放
送・通信サービス」
『放送研究と調査』68（7）
；
2-27
5）2016 年の調査については，調査相手が 2,091 人
で，有効数（率）は 1,243 人（59.4％）。
		2017 年の調査については，調査相手が 3,600 人
で，有効数（率）は 2,340 人（65.0％）。
6）全体に対する年層・居住都市圏・世帯年収の
特徴をみるために，該当する層と，全体から
該当する層を除いた残りの層で「互いに独立
な％の差の検定」を行った。検定式は以下を
用いている。

いたが，NETFLIXも同様に，2018 年を飛躍
の年と総括しているのが印象的だった。
確かに，無料サービスが主流の日本におい
ては，有料動画配信の市場規模はそれほど大
きくなってはいない。しかし，今回の調査の結

18
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（一部）n 2
・ サンプル数 :（全体）n 1，
割合（％）:（全体）p 1，
（一部）p 2
・ z =「1.960」以上なら「有意水準（危険率）5％で」
有意差あり

7）NHK 放送文化研究所では，「東京圏」を旧東
京都庁（東京都千代田区）を基点として 50 キ
ロ圏内，かつ第 3 次就業人口構成比 50％以上
の市区町村，およびそれに囲まれた地域，と
している。
8）厚生労働省「平成 29 年国民生活基礎調査」で
世帯の所得金額の中央値は 442 万円であるた
め，世帯年収の中央値は 400 万～ 500 万円未
満とした。
9）49 歳以下の有料動画配信加入者の「ほとんど，
まったく見ない」
「30 分くらい」
「1 時間くらい」
の合計は 55％で，非加入者の 47％より高かっ
た。
10）ニールセンの調査報告「THE NIELSEN LOCAL
WATCH REPORT」
（2019 年 1 月 14 日）
		https://www.nielsen.com/us/en/insights/
reports/2019/nielsen-local-watch-report-theevolving-ota-home.html
11）Ofcom のプレスリリース「TV streaming services
overtake pay TV for first time」
（2018 年 7 月 17 日）
		https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/
latest/media/media-releases/2018/
streaming-overtakes-pay-tv
12）スカパー！ は，放送サービス加入者でなくて
も利用できる「スカパー！ オンデマンド」を
2011 年 か ら，WOWOW は 放 送 サ ー ビ ス 加 入
者 向 け の「WOWOW メ ン バ ー ズ オ ン デ マ ン
ド」を 2012 年から，それぞれ提供している。
WOWOW に つ い て は 見 逃 し 配 信 が メ イ ン
だったが，2018 年 10 月から同時配信も開始し
た。
13）
“両サービス加入者”では 30 代が 10％で，全体
（7%）に比べ高かった。
“加入意向者”では「16
～ 19 歳 」が 12 ％，40 代 が 9 ％ で， 全 体（6%）
に比べ高かった。検定式は注 6 に同じ。
14）
「見たいチャンネルだけを自由に選べるとよ
い」という設問に対する，有料多チャンネル
放送加入者の「そう思う」
「ややそう思う」の
合計は 79％で，全体（69%）に比べ高かった。
検定式は注 6 に同じ。
15）
“ 無 料 動 画 配 信 ユ ー ザ ー の 加 入 意 向 者 ”で
「1,001 ～ 1,500 円」と回答した人は 4％で，有
料多チャンネル放送加入者の“加入意向者”
の 10％と比べると低かったが，ほかの金額帯
では両者に差が出なかった。
16）
「16 ～ 19 歳 」が 22 ％，20 代 が 12 ％，30 代 が
12％で，全体（7%）に比べ高かった。検定式
は注 6 に同じ。
17）hulu は 2019 年 2 月，日本ケーブルテレビ連盟

との連携を発表した。ケーブルテレビ業界の
共通 ID 連携基盤「ケーブル ID プラットフォー
ム 」を 活 用 し て， ケ ー ブ ル テ レ ビ 局 経 由 で
hulu へ加入できる。
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