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放送局や放送現場にどのような影響を与える可
能性があるのかを探るため，海外の放送局で現
地調査を実施した。調査結果の一部は2016年3
月の文研フォーラムのシンポジウムで紹介した（シ
ンポジウム抄録は本誌2016年6月号参照）。本
稿では，2016年2月に実施したイギリスでの現地
調査をもとに，イギリスのOTT事情を報告する。

イギリスは商業放送が主流のアメリカと異な
り，放送の揺籃期から1950年代まで公共放送
BBCが放送を独占し，その後，1955年に初

──はじめに

ネットで番組を配信するOTT事業者のNetflix
やAmazon（Amazon Prime Video）が，2015
年9月，日本でサービスを開始した。これらの
OTT事業者は，本国アメリカで既存の放送事
業者を揺さぶる存在になっているとされ，日本で
も当初「黒船」にたとえられて警戒された。そう
した「脅威」のイメージが先行していた中，NHK
放送文化研究所では，実際にそれらが既存の

本稿は，イギリスにおけるBBCをはじめとする既存の放送局のOTT（Over-the-Top）サービスの現状と将来戦略，
課題を，2016年2月に行った現地調査の結果をもとに報告したものである。2015年にアメリカのOTT事業者であ
るNetflixやAmazon（Amazon Prime Video）の日本進出が相次ぎ，日本の放送業界にとっての「脅威論」も出る
中で，海外ではどう受け止められているのか実態調査をしようという問題意識があった。

イギリスでは公共放送 BBCのiPlayerをはじめ，商業放送 ITVのITV Hub，非営利法人が運営するChannel 4
のAll 4など各放送局がOTTサービスを展開している。いずれもオンデマンド視聴とライブ視聴を統合したサービ
スで，BBCは受信許可料で，商業放送は主に広告ベースで実施している｡ NetflixやAmazon Prime Videoはイギ
リスに進出しているが，既存の放送局は世界に先駆けて独自のOTTサービスをすでに展開し広く利用されており，
これらアメリカOTT事業者の直接の脅威を感じていないことがわかった。

しかし，間接的な影響は見られる。「イッキ見」など，人々の視聴習慣の変化に合わせたOTTサービスの改良が
絶えず求められる。高額な番組制作費をかけるOTT事業者は競争相手にもなり，協力相手にもなる，無視できな
い存在となっている。コンテンツの二次展開の権利を取得するため，制作プロダクションを垂直統合する動きもある。
どれをとっても既存の放送局にとって変革を迫られる課題である。

BBCの若者向けチャンネルBBC Threeが，2016年2月からネットのみでの配信になるなど，BBCでは今後も
iPlayerを主要プラットフォームにさらに積極的にネット展開を図る方針だ。

将来，ライブ視聴からオンデマンドへと比重が移ると予測されており，個 人々に向けたサービスのパーソナル化が
大きなカギと見られている。さらに，iPlayerはイギリスで制作されたコンテンツの海外展開の窓口としても期待され
ている。しかし，パーソナル化による視聴者の断片化やグローバルなメディアマーケットでの利益追求が行きすぎる
と，イギリス社会全体で共有すべき体験や知識を提供するという，公共放送がこれまで担ってきた役割が希薄にな
るおそれもある。ブロードバンド時代の公共放送は「OTTサービスの進化」と「公共的役割」の間でバランス感覚
が求められている。

イギリスのOTT事情　
公共放送BBCが牽引する無料視聴モデル
〜OTTサービスと公共メディアの役割〜

メディア研究部  田中孝宜
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めての商業放送としてITVが設立された。そ
して，1982年に非営利団体が広告で運営する
Channel 4 が，1997年に商業放送のChannel 5
が設立された。これら4つの地上放送局に加え
て，衛星放送局SkyやケーブルテレビのVirgin 
Mediaなどの有料放送があり，多チャンネル化
が進んでいる。公共放送と商業放送の二元体
制をとるイギリスの放送局がOTT事業者の進
出をどう受け止め，どう対処しているのかを知
ることは，日本の放送局にとっても参考になる
ものと考える。

米国 OTT 事業者のイギリス進出状況

2016年に新たに130の国・地域で事業を開
始し，世界190の国・地域に事業範囲を拡大し
ているNetflixや，ヨーロッパを中心に6か国で
事業を行うAmazonは，すでにイギリスにも進
出している。

Netflixは，2012年にイギリスでサービスを
始めた。放送通信分野の独立規制機関 Ofcom

（Office of Communications）が，2016年春
に公表したデータによると，Netflixのイギリス
での契約数は約440万件となっている（Ofcom 
2016）。

Amazonは2011年に地元のレンタルビデオ会
社LoveFilmを買収し，イギリスでのビデオ事
業に乗り出した。Amazon Prime会員向けに
付随する現在の形のオンライン・ビデオサービ
スを開始したのは2014年である。2016年春の
Ofcomのデータでは，会員数は150万弱となっ
ている（Ofcom 2016）。Netf lixとAmazonを
合わせるとイギリス家庭の契約率は約20％と
なっている。契約数は増減を繰り返しながら
も，増加傾向にあると見られている。

これらアメリカOTT事業者の影響を，イギ

リスの既存の放送局はどのように受け止めてい
るのか。調査では，BBC，ITV，Channel 4，
Skyなど放送関係者をはじめ，イギリス政府文
化メディアスポーツ省の担当者，メディアアナ
リストの話を聞いた。それらの聞き取り調査を
もとに，イギリスのOTTサービスの現状，ア
メリカOTT事業者が既存放送局に与えている
影響，さらにBBCを中心に放送局の将来戦略
におけるOTTの位置づけとその意味を考察し
たい。

─第1章─イギリスのOTTサービスの概要

はじめにイギリスのOTT事情について概観
する。イギリスは1998年に世界で最初に地上
デジタル放送を開始するなど，放送メディアに
関して，世界に先駆けて新しい分野に挑戦し
てきた。OTTに関しても，既存の放送メディ
アはかなり早い段階から独自のサービスを行っ
てきた。テレビが完全デジタル化され，ブロー
ドバンドの普及が進み，モバイル端末によるテ
レビ番組視聴が浸透するなど受け手の変化を
想定し，放送局として視聴者とのつながりの新
たな回路を構想したのがOTTであり，その牽
引役を果たしてきたのが BBC iPlayerである。
BBCでは2002年に，インターネットを通じてラ
ジオ番組をオンデマンドで提供するサービスを
始めた。その後，テレビ番組への拡大を目指し
て2004年に技術実験を行い，2005年にはユー
ザーが参加しての実用化実験を行った。そして
2007年12月のクリスマスに，iPlayerの名称で
本格的なサービスが始まった。BBC以外の既
存の放送局もChannel 4 が2006年から，ITV
が2007年からそれぞれオンデマンドサービスを
スタートさせた。
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イギリスのテレビ視聴者像

各放送局のOTTサービスの概要を紹介する
前に，イギリスのテレビ視聴者像を把握してお
きたい。

イギリスでは，有料テレビの契約率は50％台
である（Ofcom 2013）。SkyやVirgin Media
など衛星やケーブルの有料放送が登場して以
降，有料放送の契約数は上昇傾向にあるが，9
割近くが有料契約をしているといわれるアメリカ
とは事情が異なる。公共放送と商業放送の二
元体制であることや有料契約率を見ると，日本
の放送局が置かれた状況は，アメリカよりイギ
リスに近いことがわかる。

2015年10月にOfcomは，OTTの特徴であ
るオンデマンド視聴をする人の割合を調査した。
調査を行ったヨーロッパの主要国，アメリカ，
オーストラリア，日本の中でイギリスは最もオン
デマンドの利用率が高かった。アメリカでオン
デマンドを利用した人は65％だが，イギリスは
81％に上る。また，日本は54％であった（図1）。

さらにイギリスの特徴として際立つのが無料
のオンデマンド利用率で，アメリカでは37％，
日本では26％だが，イギリスでは70％に上っ
た。イギリスがオンデマンド先進国ということ
が調査結果で示されたが，その背景として，
BBC iPlayerをはじめ無料のOTTが10年近く

前からすでにあり，広く浸透し利用されている
ことが挙げられる。

さらに，テレビ視聴にタブレットなどモバイ
ル端末を利用する人の割合も増加している。同
じOfcomの調査によると，イギリスでは成人の
半数以上がタブレットを所有しており，タブレッ
トをテレビ視聴に利用する人の割合は16％と，
調査した先進国で最も高いという結果が出た。
イギリスの放送局では，このような視聴者の変
化に対応し，また変化を先取りする形でOTT
サービスを提供している。

では，イギリスの各放送局が行っているOTT
サービスとはどのようなものなのかを紹介する。

BBC iPlayer

イギリスで最も多く利用されているOTTサー
ビスはBBC iPlayerである。2015年1年間のテ
レビ番組の利用件数は28億3,700万件で，ラ
ジオ番組も合わせると約36億件に上る（VOD 
Professional 2016）。

iPlayerは，テレビとラジオの番組をライブ視
聴できるサイマル・ストリーミング（図2）と，放
送後30日までの番組をダウンロードしてオンデ
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図 1　VOD 利用率（Ofcom 2015 をもとに作成）

図 2　iPlayer ラジオ視聴画面
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マンド視聴できるサービス（図3）を統合し，受
信許可料を財源とする公共サービスとして，無
料で提供されている。iPlayerから，BBCのほ
ぼすべての番組を見ることができ，オンデマン
ドでは，放送済みの番組に加えて，iPlayerオ
リジナルのコンテンツ制作も行っている。

パソコン，ネット接続テレビ，タブレット，ス
マートフォン，ゲーム機など多様なデバイスで利
用できる。

BBCではiPlayerに絶えず改良を加えてい
る。最近の改良例としては，視聴途中で一時
停止した番組を別の機器で引き続き見られるよ
うにしたり，ダウンロードした番組をオフライン
で見られるようにしたりしている。さらに2015
年11月からBBC Storeの名称で，ネット経由
によるBBCの番組販売を始めた。iPlayerの
無料視聴期間にかかわらず購入していつでも見
ることができる。

BBCのデジタル局長のラルフ・リベラ氏は，
「技術の進歩で，人々のテレビの見方，習慣が
変わる。視聴者の視聴習慣の変化に，iPlayer
を適合させていかなければならない」と話す。
リベラ氏はiPlayerの強みについて，「世界の

OTTサ ービスの 中
で，ライブストリーミン
グとオンデマンドを多
様なデバイスでいつで
もどこでも利用できる
という点で，iPlayer
を超えるものを私は知
らない。iPlayerの成
功は，第一にコンテン
ツの素晴らしさ，第

二に使い勝手のよさ，第三にはインターネットの
スピードを速くしたブロードバンド環境の整備
が進んだことが挙げられる」と分析する。

ITV Hub

商業放送 ITVは，2007年からOTTサービ
スITV Hub（図4）を始めた。

広告ベースで提供し，利用者にとっては追加
費用が必要ない無料のサービスである。ITV 
HubもBBC iPlayerと同様に，ライブ視聴と見
逃し番組をダウンロードするキャッチアップ視
聴が可能である。ネットでライブ視聴する場合
は，通常のテレビ放送と同じコマーシャルが流
れるが，キャッチアップでは別の広告を採用し，

BBC ラルフ・リベラ
デジタル局長

図 4　ITV Hub ホームページ

図 3　iPlayer オンデマンド画面
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番組を編成，放送している。
Channel 4 は All 4 と名づけたOTTサービ

スを行っている（図5）。
キャッチアップは30日間だが，中には30日

を過ぎても無料で見られる番組がある。All 4
オリジナルの短編動画や外国ドラマの特集枠
などを設けている。

2014年の視聴アクセス数は6億8,700万件に
上り，広告放送，有料放送の中で最大のシェア
を占めるOTTサービスとなっている。Channel  4
のスポンサー向けのウェブサイトを見ると，All 4
のアクセス数の多さをアピールしており，OTT
利用件数の多さを企業に訴えて，広告の獲得に

視聴者ごとの嗜好に合わせたコマーシャルを差
し込むようにしているという。

商業放送にとっては，OTTサービスを新た
な収入源につなげることができるかどうかが一
つの課題になっているが，ITVでは月額3.99ポ
ンド（約700円）で，広告を外してキャッチアッ
プサービスを利用できる「プレミアム」会員サー
ビスを始めた。例えば，ITVが外部プロダク
ションを使って制作したドラマ『ダウントン・ア
ビー』は，「有料衛星放送Skyでは広告なしで視
聴できるのに，ITVではコマーシャルが入る」と
いう声もあったが，ITV Hubの有料のプレミア
ム会員になれば，コマーシャルはカットされる。

利 用 者 数 は公 表されて いない が，BBC 
iPlayer，Channel 4のOTTサービスAll 4に
次いで3位という（Channel 4 2016）。

ITVのオンライン経営計画インサイト局長の
ロバート・ホブソン
氏は，「オンデマンド
視聴が広がっている
とはいえ，ライブ視
聴が主流であること
に変わりはないので，
ITVではスポーツや
エンターテインメント
のイベントなどの中
継に力を入れている」
と話す。

All 4

Channel 4 は非営利法人が運営する放送局
で，広告放送と企業名を表示するスポンサー
シップを財源としている。社会の多様な文化や
関心に応えるという役割を担っているが，番組
の自社制作は行わず，外部発注や調達によって

ITV ロバート・ホブソン
オンライン経営計画

インサイト局長

キース・アンダーウッド戦略・技術局長（左）
キム・チュア戦略担当

図 5　All 4 ホームページ



69JULY 2016

つなげようとしていることがうかがえる。
Channel 4 の戦略・技術局長のキース・アン

ダーウッド氏は，「一般的な視聴者を対象にす
るITVに比べて，Channel 4 は若者をターゲッ
トにしており，All 4 もライブ視聴よりオンデマン
ドに比重を置いている」ことを特徴として挙げ
ている。

その他の OTT サービス

主要な地上放送局以外にも，商業放送の地
上放送局Channel 5が，利用件数は多くない
がDemand 5の名称でOTTを行っている。ま
た，利用シェアでBBC，Channel 4，ITVに続
くのがSkyである。Skyは275チャンネルを提
供する有料衛星放送局だが，Now TVの名称
でオンデマンドでも積極的に展開している。月
額6.99 ～ 31.99ポンドで，衛星アンテナがなく
てもテレビのライブ視聴と，話題のテレビ番組
や1,000本を超える映画のオンデマンド視聴が
できる。さらに，これまでの月額料金に加えて，
日額でスポーツやイベントなどを見られるという
選択肢も新たに設けた。また，スマホやタブ
レットでSkyの番組を見られるSky GOなど，視
聴形態の多様化に合わせて，契約のラインナッ
プを増やしている。そのほかにも，ケーブルテ
レビ局のVirgin Media，通信事業者のBTや
TalkTalkなどがOTTサービスを提供してい
る。

このように，イギリスでは多様な事業者が
OTTサービスを行っているが，シェアを見る
と，受信許可料を基盤とするBBCと広告を基
盤とする既存の商業放送局が提供し，利用者
にとっては追加の料金が発生しない「無料視
聴」が主流となっている。イギリスでの無料視
聴モデルの浸透を象徴するのが「Freeview」で

ある。Freeviewは，地上デジタル放送を見る
ための無料プラットフォームとしてBBCやITV，
Channel 4 などが共同で開発したもので，イギ
リスでテレビを購入すると，60チャンネル以上
の地デジ番組を視聴できるFreeviewがすべて
に組み込まれている。現在，73％の家庭のテ

レビで使われてい
る。もともとは地
上デジタル放送用
のFreeviewだっ
たが，2015年秋か
らネット接続用の
Freeview Player
の提供を始めてお
り，BBC iPlayer
などOTTサ ービ

スの使い勝手を向上させている。Freeviewの
代表のガイ・ノース氏は，OTTでのテレビ視
聴が「普通のテレビ放送視聴方法になるの
では」と話す。

Freeviewとは別に，iPlayerを中心に，ITV 
Hub，All 4 など異なるOTTプラットフォームで
連携を図れないかという議論もされている。こ
れについてITVは「メリットと実現性を見極め
なければならない」とし，またChannel 4 では

「前向きに考えてはいるが，All 4 はすでに人気
のあるプラットフォームになっている。本当にメ
リットがあるかどうか様子を見る」と答えるなど，
慎重な印象を受けた。ただITVでは「テレビ
やパソコン画面に似たようなOTTアプリがた
くさん並んだときに，ITVが埋もれてしまわず，
また関心が失われてしまうことのないよう様々
な可能性を考え改善していかなければならな
い」と話すように，今後もOTT間で競争が厳
しくなることを想定しているようである。

Freeview
ガイ・ノース代表
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─第2章─OTT事業者の放送局への影響

アメリカ OTT 事業者に対する受け止め

前章までに見たように，イギリスではBBCを
はじめ既存の放送局がOTTサービスをいち早
く開始し，視聴者にも受け入れられ利用されて
いる。こうしたメディア環境にあるイギリスに
おいて，NetflixやAmazon Prime Videoの進
出はどのように受け止められているのだろうか。
本章では，現地での聞き取り調査をもとに，ア
メリカOTT事業者がイギリスの放送産業に与
える影響について考えたい。

OTT事業者の存在は，アメリカでは既存の
メディア産業にとって大きな脅威とされているよ
うだが，イギリスの放送関係者からは直接の
脅威は感じていないという意見が聞かれた。

ITVのホブソン氏は「ITVにはスポーツやエ
ンタメなどNetflixにはないライブ番組があり，
競合するとは考えていない。アメリカのOTT
事業者による，テレビマーケットの活性化とい
う利点は大きい。たとえば ITVの番組を海外
へ展開する際，これまでのように外国の放送局
に販売しなくても，Netflixと協力すればいい。
誰が競争相手で誰が友人なのかが見えにくい
面はあるが，協力できるところはしていく」と
Netflixとの関係を分析する。

Channel 4 のアンダーウッド氏は，「Netflixは
個人のサブスクリプション（契約）ベースだが，
All 4 は企業の広告ベースなので，Netflixの進
出による収入への影響は一切ない。All 4 への
アクセス数が減るなどの影響も見られない。ア
メリカのOTT事業者の契約者の大半は，す
でにSkyなど有料放送の契約をしている人たち
だ」と話す。

その有料放送Skyのコンテンツ統括責任者

のゲイリー・デイビー氏は，ロイヤル・テレビ
ジョン・ソサイエティの会合で「Skyの契約数
は減っていないし，むしろ増える傾向にある。
NetflixやAmazonの脅威は感じていない」と述
べ，OTT事業者の影響を否定した。いずれに
しても，イギリスでは，現時点では衛星放送や
ケーブルテレビなどの有料契約を打ち切る「コー
ドカッティング」のようなことは起きていないよう
である。

BBCのリベラ氏は「OTT事業者のおかげ
で，視聴者が世界中のコンテンツにアクセスで
きるというメリットはあるが，既存の放送局に
とっては，競争の激化を意味する。しかし競
争があるからこそ，よりよいサービスを目指す
のであり，そうでなければ，生き残ることはで
きない」と話し，BBCも対応を迫られていると
いう認識を示した。直接的な脅威ではないにし
ても，アメリカ系OTT事業者のビジネスモデ
ルによって間接的な影響はイギリスにも確実に
起きている。

OTT 事業者がもたらす間接影響

では，具体的にどのような影響が出ているの
か，あるいは出る可能性があるのかを考えてみ
たい。

まず，BBCのリベラ氏が「視聴者の習慣に合
わせてiPlayerを適合させていかなければなら
ない」と指摘するように，OTTが視聴者のテレ
ビの見方，視聴形態を変えるという点が挙げら
れる。特に，放送局が定めた番組編成や番組
提供のサイクルに関係なく，見たいときに見た
いだけ見る「イッキ見」のような見方をする視聴
者に対応することが放送局に求められている。
Channel 4が提供するAll 4の中のドラマ欄（図

6）を見てみると，「Box Set」という文字が書かれ
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ている番組がある。1話ごとではなく，初回か
ら最終回までまとめてセットで見られるようにし
たもので，こうした「Box Set」で提供する番組
が増えている。Channel 4のアンダーウッド氏も

「Netflixなどを使っている利用者が，私たちの
プラットフォームにも同様の便利さを期待する傾
向にあり，All 4 の改善を続けることは必要」と
話す。

OTTサービスの特徴的な改善ポイントとし
て挙げられるのが，サービスのパーソナル化で
ある。個人の好みに合わせて次に見る番組をレ
コメンドする高度な機能についてはNetflixが
知られているが，BBCでも開発を進めている。
BBCのリベラ氏はiPlayerを発展させる方向性

については次のように述べている。
「まずはiPlayerで提供するコンテンツを増や

すことに重点的に取り組んでいる。独自のコン
テンツ，短編，BBC以外のコンテンツも提供し
たいと思っている。コンテンツが増えると，面
白いコンテンツを探すのが難しくなる。そのた
め，サービスのパーソナル化を目指す開発を
行っている。視聴者一人ひとりの人となりや関
心を理解し，その人に合った番組リスト・番組
スケジュールを提供できるようにしたいと思って
いる」

制作現場への影響

このほかに，制作現場への影響も見られ
る。まず指摘されるのが高騰する制作費の問
題である。アメリカのOTT事業者は豊富な資
金力を使って番組制作を行っている。例えば，
Netflixが配信予定のドラマ『クラウン』は制作
費がおよそ1億5,600万ドル（約180 億円）とい
われている。『クラウン』はエリザベス女王に関
する書籍のドラマ化でありBBCが扱う典型的
なテーマとされ，BBCもドラマ化を狙ったもの
の，最後はNetflixが権利を取得した。BBCは
共同制作の道も探ったようだが失敗したと報じ
られている。

またBBCの自動車情報番組『トップギア』
の司会者3人組が2015年，高額な契約金で
Amazonに引き抜かれた。メイン司会者の一
人が BBCとトラブルになりBBCとの契約更新
がなくなったのを受けて，残りの司会者も合わ
せてAmazonに移った。『トップギア』はBBC
が世界展開している看板番組だが，Amazon
では同様の自動車情報番組の制作を進めてい
る。BBCでは，新しい司会者を立てて『トップ
ギア』の制作を継続しているが，制作費を見る

図 6　All 4 のドラマ欄

（All 4ホームページより）
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と，BBCが1本当たり50万ポンド（約9,000万
円），Amazonは450万ポンド（約8億円）で，
AmazonはBBCの9倍の予算をかけて制作す
るといわれている。

ただし，高額な制作費が必ずしも放送局にマ
イナスに作用するというわけではない。Channel 
4 のアンダーウッド氏は，「高額な制作費にはプ
ラス面もある。Netflixと折半，あるいはこちら
が3分の1を持つことでドラマを制作できる。
今までと同じ予算負担で3倍の制作費をかけ
られることもある。イギリス国内での放送権を
Channel 4，海外展開をNetflixが受け持つと
いう分担ができるメリットもある」と話す。BBC
もAmazonとドラマの共同制作を行っており，
競争関係と同時に協力関係でもある。

しかし，放送権の問題は一筋縄ではいかな
い面もある。海外番組はAll 4 の人気コンテン
ツなのだが，アンダーウッド氏は，「Netflixや
他のメディア企業に権利をすでにとられてしまっ
ているというケースも増えている。将来的には
All 4にとってリスク要因になりかねない」と懸念
している。

こうした番組を二次展開する上での権利を得
るため，独立プロダクションの囲い込みの動き
も見られる。イギリスでは，放送局がプロダク
ションに番組制作を委託した場合，最初の放
送権は放送局にあるが，出資比率次第では二
次展開はプロダクションの権利が守られる。こ
うしたことから，アメリカの大手メディア企業
などが，イギリスの独立プロダクションを傘下
に入れ，そのコンテンツを囲い込もうという動
きが進んでいる。いわゆる「垂直統合」であ
る。NHKでも放送された前出のドラマ『ダウ
ントン・アビー』は，イギリスのプロダクション
Carnival Film & TVが制作しITVで放送さ

れたが，このプロダクションはアメリカのNBC 
Universalに買収されその傘下にある。「垂直
統合」に対して既存の放送局も対応を迫られて
いる（Mediatique 2015）。

─第3章─BBCの将来ビジョン

前章までに見てきたように，ブロードバンド
時代の申し子であるOTTにより，テレビ・ラジ
オの視聴習慣が変わり，放送局も間接的に影
響を受けていることがわかった。

こうした中で2016年2月，BBCは大きな決
断をした。若者向けの番組を放送するチャンネ
ルBBC Threeのテレビ放送を廃止し，iPlayer
を中心にネットだけの提供にしたのである。先
進国の中でテレビ放送をやめてネットだけの提
供にしたのは，BBC Threeが初めてだという。
経費削減策の一つであるが，同時に将来の番
組提供のあり方を探るという意味もある。

現場の担当者に話を聞いたところ，テレビ
放送をやめると聞いたときは皆ショックを受け，
戸惑いの声が聞かれたそうである。だが，今
は，テレビ番組編成に合わせて“時間を埋める”
必要がないこと，番組の時間も30分や1時間
など編成上の縛りがなくなり，ディレクターが最
適だと思える長さに番組を作れる，というメリッ
トを話していた。

BBC Threeの例のように，OTTサービスは
放送メディアのあり方を大きく変える可能性があ
るが，イギリスの放送界を牽引するBBCでは，
どのような将来ビジョンを持っているのだろうか。

BBCのリベラ氏は，将来すべてのチャンネル
がネット経由になるとして次のように話す。
「将来いずれかの時点で，BBCの全チャンネ

ルがネットだけになるだろうと考えている。問題
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は，それが『いつ』
なのかということ
だ。私にもわからな
い。3 ～ 5年後と言
う人もいるが，ちょっ
と前のめりすぎる気
が する。 一方，15
年以上たってもそう
ならないと言う慎重
な人もいる。私自身

は，今後7 ～ 15年の動きに注目している。そ
の間に，コンテンツの伝送路として，ネットが
放送より優位に立つと考えている」

ネットが伝送路になることが，すなわちテレ
ビのライブ放送をすべて廃止しオンデマンドで
の提供のみになるという意味ではない。放送局
が作成した番組編成に沿ってテレビ番組をネッ
トで提供することもできる。つまり今までのテレ
ビ放送がネット経由でも流れるだけである。今
回，イギリスで聞き取りをした限り，ほとんどの
人が，オンデマンドの割合が増えても，従来の
番組編成に基づくテレビ放送（伝送路はネット
になったとしても）は残るのではないかという見
立てをしていた。

ちなみにテレビ番組を見るデバイスについて，
リベラ氏は「テレビ，パソコン，タブレット・モ
バイルを1/3ずつくらいのイメージで考えてい
る。タブレットは実際にはキッチンや洗面所で
見るテレビとして使われている。パソコンでの
iPlayer利用は平日の職場で多いが，週末は激
減する。やはり映像を見るならテレビの大型画
面が好まれる。サービス向上のために利用者の
ことを知らなければならない」と話している。

いずれにしても，BBCでは将来，OTTプラッ
トフォームであるiPlayerをすべてのコンテンツ

の正面玄関，フロントドアにする方針を示して
いる。

2015年9月に発表した将来ビジョン「British 
Bold Creative」の中で，これから10年は，従
来のテレビとネットの2つの馬を乗りこなす必要
があるとし，成功のカギとしてサービスの「パー
ソナル化」と，BBC以外のコンテンツもiPlayer
で提供する「パートナーシップ」を挙げている。

パートナーシップについては，シェークスピ
ア没後400年の特別企画として，ロイヤル・
シェークスピア・カンパニー制作の舞台作品な
ど，BBC以外の機関が制作したコンテンツの
提供を2016年4月からBBC iPlayerで開始し
た。BBCのトニー・ホール会長が2015年秋に
パートナーシップの推進のために「より開かれ
たBBC」を目指す方針を示しているが，外部制
作コンテンツをiPlayerで提供するのは初めて
である。

─第4章─考察とまとめ

前章までに見たように，Netf lixやAmazon
がイギ リスに 進 出する前に，BBC，ITV，
Channel 4 などは，いち早く独自のOTTサービ
スを展開しており，アメリカほどには直接の影
響を受けていないが，その一方で，長期的に
は放送サービスのありようを変える可能性のあ
ることが現地調査でわかった。

本稿のまとめとして，放送関係者以外の聞
き取りを紹介しながら将来展望を考察したい。

放送を管轄する政府の文化メディアスポーツ
省で，テレビ・ラジオ部門を担当するイアン・
オニール氏は，「イギリスのメディアは健全な状
態にある。マーケットは成長している。iPlayer
など世界に先駆けてOTTサービスを始め，新

ラルフ・リベラ局長
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しい需要を掘り起こした。当初から予測して取
り組んだわけではないが，結果として世界のメ
ディアの変化に技術面でもうまく対応している」
と現状認識を示した。そして将来について「今
はライブ視聴が主流だが，オンデマンド視聴
が増加している。この傾向は続くだろう。しか
し，大きなイベントがあるとやはりライブは強
い。SNSでの反応，意見交換される様子を見
てもライブ番組が見られていることがわかる。
デジタルイノベーションにどう対応するのか，
放送局が協力して検討している。次の特許状
期間である今後10年は，地上テレビは存続す
る一方で，IPTVなどブロードバンドが浸透し，
より多くのコンテンツがオンラインで提供される
と見ているが，今後のトレンドは見極めなけれ
ばならない」として，今後の視聴者動向を注視
する必要性を強調した。

また，Ofcomの依頼でメディア調査を行っ
たり，BBCなど放送局のコンサルタントを行っ
ている調査会社Mediatique代表のマシュー・
ホースマン氏は，現在のイギリスメディアの世
界での位置づけについて「英語という強みがあ
り，コンテンツ生産でも配信でも優位にある」
とし，将来については「現在，イギリスでは

80％がライブ視聴，
20％がオンデマン
ド視聴で，ライブ
視聴が中心だ。し
かし，若い人はライ
ブとオンデマンドが
50：50であり， 将
来は確実にオンデ
マンド視聴が増え
る」と分析する。

このように放送関係者に加えて，政府の担
当者やメディアアナリストも，今後さらにライブ
視聴からOTTへ視聴習慣が移っていくものと
予測しており，放送局はその流れに沿って，自
らの改革を進めていくことが求められている。

複雑化する競争への対応

Mediatiqueのホースマン氏は「イギリスでは，
人気のOTTはすべて放送局が提供している
点が世界でもユニークだ。視聴者がテレビ番
組を見るために支払う料金の額には限界があ
り，今後は有料OTT事業者同士の競争も起
きるのではないか」と述べる。

また，Freeviewのノース氏は，「これまでは
有料放送と公共サービス放送による視聴者の
獲得競争だったが，今後は若者を中心にそも
そもテレビを見ない層をどう獲得するかも重要
になってくる」と言う。

このように，既存の放送局対アメリカOTT
事業者という単純な構図では割り切れないとい
う見方がある。放送局としても正しく状況を見
極めながら戦略を立てていくことが求められる。

OTT サービスと公共放送の役割

イギリスでは地 上放 送局はBBCもITV，

文化メディアスポーツ省テレビ・ラジオ担当責任者
イアン・オニール氏 （左）

著作権担当　ジョージ・スタンリー氏

Mediatique
マシュー・ホースマン代表



75JULY 2016

Channel 4も「公共サービス」と位置づけられて
おり，Freeviewを共同開発し無料提供するの
も「公共の利益」という視点からである。パー
ソナル化が進んだり，市場主義の視点でコンテ
ンツの海外展開に関心が行きすぎたりすると，
公共放送，公共メディアの社会的な目的の遂行
と矛盾するのではないかという懸念がある。イ
ギリス政府文化メディアスポーツ省のオニール
氏も「そのようなリスクはある」と認め，「放送
局はイギリス社会での位置づけを考え，バラン
スをとるだろう」と述べる。

その点について放送局に質問を投げてみたと
ころ，Channel 4では，「パーソナルといっても
個 人々というより，ある程度の集団をターゲット
に考え，推薦する番組を案内するキュレーショ
ンに主眼を置いている。サスペンスが好きな人
に次 と々似たようなサスペンスをレコメンドする
のではなく，公共的な視点からいい番組を紹
介するための案内役としてキュレーターを置い
ている」と話し，パーソナル化についてはBBC
と異なる方針を持っていることがわかった。む
しろ，従来からの公共放送の役割に近い戦略
をとっているように感じた。

一方，BBCのリベラ氏は「いつの時代も公
共放送の価値については問われてきた。公共
放送が何をするかといえば，情報（報道），教
育，娯楽の提供で，なぜと目的を聞かれればイ
ギリス国民のため，ということになるだろう。テ
レビ放送からOTTに変わっても，イギリスの
公衆のためにサービスを提供する，という目的
が揺らぐことはないのではないか」との認識を
示した。

BBCでは，テレビおよびiPlayerの新しい統
括責任者が2016年3月，主要チャンネルである
BBC Oneを「大規模な出来事やイベントを，皆

で共有することで国民をまとめるチャンネル」と
位置づけ，BBCが公共放送として歴史的に担っ
てきた役割を持たせることを改めて表明した。

OTT時代の公共放送は，視聴者のパーソナ
ル化，断片化に対応する一方で，社会全体を
視野にサービスを提供するという公共メディアと
しての役割をどう果たしていくのか。そのバラン
ス感覚が求められている。

 （たなか たかのぶ）
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