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【要約】 

 

本稿では、日本のメディア市場に導入された”time-shifted viewing”に関する視聴者選好について分析

する。本サービスは、放送局がライブ提供する番組と同一の財を、期間限定ながら時間制約を緩和して

提供するという意味で、単純なインターネットによる動画視聴とは異なる特徴を持つ。また情報の双方

向性という意味でも、従来のサービスとは異なる特徴を有している。同様のサービスは、イギリスをは

じめとして諸外国でも既に提供されているが、総じて利用時間は順調に増加している状況を伺うことが

できる。 

我々は、Stated Preference (SP) Method を用いて視聴者の time-shifted viewing 行動に関する要因

を実証的に分析した。そのために、(1)視聴可能期間、(2)視聴可能端末、(3)CM の有無、(4)個人情報入

力の有無、という 4 つの基本属性を用意した。Conjoint Analysis の結果、視聴可能期間が長くなるほ

ど、CM が無いほど、個人情報入力が無いほど本サービスの選択確率が高まること、等の予想と整合的

な結果が得られた。また CM は約 20%もの人が金銭を支払ってでもスキップしたいという結果が得られ

ており、無料視聴が主体となっている国の実態としては、一定程度高い値を示すことが分かった。 
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１．はじめに 

 

本稿では、本年 10 月より日本のメディア市場に実験的に導入された”time-shifted viewing”に関す

る視聴者選好について分析する。日本における”time-shifted viewing”とは、地上波民放の東京キー5

局が、見逃したテレビ番組を放送終了後から無料で視聴できるサービスのことを指す。プライム帯（午

後 7〜11 時）の番組を中心に、放送後から次回放送の直前までの約 1 週間、インターネットを通じて

PC や smartphone、tablet 等で無料で視聴できるが、CM がテレビ放送と同じタイミングで挿入され、

skip することはできない。視聴できる番組としては、ドラマやバラエティが中心になる予定である。 

同様のサービスは、イギリスをはじめとしてフランス、ドイツ、アメリカ等でも既に提供されている。

Time-shifted viewing は、リアルタイム放送と同一の財（番組）を、時間帯と配信手段を変えて提供す

るサービスと捉えることができ、利用時間増は、端的には、以下の 2 つの増加要因と 1 つの減少要因か

ら構成されていると考えられる。 

 

増加要因：(i) 録画主体の視聴者から放送局が提供するインターネットによる視聴への移行 

        (ii)見逃した番組を後日視聴できることによる需要喚起効果  

減少要因：リアルタイム視聴の必要性低下による漏洩効果  

 

広告を主な収入源とする日本の地上波民間放送は、現在でも市場シェア 70%弱という圧倒的シェアを

占めているが1、メディアの多様化や録画機器の普及等により、諸外国と同様にテレビ離れの傾向が観察

される2。当初はリアルタイム放送との競合を恐れてサービス提供に慎重だった放送局も、録画機器によ

る視聴スタイルを持つ視聴者層を主要なターゲットとして、見逃し視聴の提供に重い腰を上げることと

なった。Time-shifted viewing の広告単価はリアルタイム放送より安いものの、録画による視聴者の広

告料がゼロであることを考えると、Time-shifted viewing サービスを提供しその分の広告収入を企業か

ら受け取ることが得策になると考えられる。また本サービスは、インターネット経由の視聴者情報を収

集することも可能だという点でも、従来型の放送サービスとは異なっており興味深い。 

 本稿の構成は以下のとおりである。次節で先行研究のサーベイを行い、第 3 節で諸外国における類似

サービスの利用実態について紹介する。第 4 節で我々の調査の概要と推計結果を示し、第 5 節で CM に

対する不効用について検討する。 後に結論を述べる。 

 

 

２．インターネットとテレビ視聴との関係 

 

 インターネット利用とテレビ視聴との関係を検討した論文は多く存在するが、ここでは 近の成果の

一部のみ紹介する。 

 Liebowitz and Zentner (2012)は、テレビ視聴を「アメリカの主なレクリエーション活動」と位置付

け、娯楽サービス間の競争としてテレビに対するインターネットの影響を検討している。ウェブの誕生

                                                  
1 総務省(2015)参照。 
2 NHK 放送文化研究所編(2011)参照。 
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以前から始めて、大都市におけるテレビ視聴行動、インターネットの普及状況、および社会経済的変数

を使用してパネルデータを用いた推計を行い、テレビ視聴へのインターネットの影響は年齢層によって

異なり、 も年齢層の若いアメリカ人にとって適度な量だけを減らすが、 も年齢層の高いアメリカ人

の視聴には影響を持たないことを指摘している。この結果に基づき、彼らは、時間が経過し「高齢層」

のインターネット経験が増加するに伴い、テレビへの影響は増大していくだろうとの予想をしている。 

 また Banerjee et al. (2013)は、伝統的なテレビ番組（または「有料テレビ」）が、映像コンテンツへ

のストリーミングやダウンロードを通じた OTT (Over The Top)という代替的選択肢との間の競争に直

面している状況に鑑み、それらの利用状況を調査している。彼らは、映像コンテンツの消費者を以下の

3 セグメントに分類している：(i)排他的に有料テレビを継続して使用する「コード支持者」、(ii)ビデオ

コードを切断して利用する消費者「非有料テレビ層」(換言すれば、OTT を選好し有料テレビを完全に

選択肢から落とす層)、(iii)有料テレビ、OTT の両方を使用する「コードカップラー 」。その上で、2011

年の 3 四半期の間に、(1)世帯が 3 セグメント間をどのように移動しているか、(2)どのような要因が世

帯の意思決定に影響を与えているか、について多項選択モデルを用いて検討している。その結果、接続

されたデバイス（その利用と多様性の両方）と、特定のキーとなる人口統計学上の数値（年齢、毎年の

世帯年収および人種/民族）が、世帯の OTT セグメント選択に影響を与えているとの結果が得ている。 

 我々の関心に も近い研究に、Waldfogel (2009)がある。ネットワークテレビ局は、YouTube 等のサ

イトで番組クリップが入手可能になるとテレビ視聴が抑制されるのではないかと懸念しているが、彼は、

一方で無料の広告としても機能していることに着目した。2005 年～2007 年間の大学生のみのデータで

はあるが、従来のテレビ視聴をウェブでの視聴が代替する証拠を見出した一方で、ウェブ上でテレビ番

組を見る時間がかなり長い －毎週約 7 分の伝統的テレビ番組視聴の減少に対し、6.8 時間のウェブ視聴

の増加－ ことを報告している。またネットワークが制御している番組（テレビとネットワークが管理

しているウェブサイト）全体の視聴時間は、週に 3.7 時間増加していることも発見している。 

 テレビ番組における広告が不効用をもたらすことについては異論が少ないが、一方で、CM による中

断がテレビ視聴の「質」を向上させるとの研究もある。Nelson et al. (2009)は、消費者が意識していな

いにも関わらず、CM による中断が消費者の楽しみの強度を復元し、それは CM の品質や長さ、中断の

性質等に関わらず当てはまることを報告している。 

個人情報の経済的価値に関する研究に、Koguchi et al. (2015)がある。彼らは、動画サービスの利用

を通じて個人情報が漏えいしてしまったことに対する補償額を調査し、漏えいを防ぐことに対する

Willingness to Payが3,000円から4,000円、また、漏えいが起こってしまったことに対するWillingness 

to Accept が 13,000 円から 15,000 円で大きく異なること、また同じ動画の視聴履歴でもサイトの相違

により結果が異なることを報告している。 

 非正規品を防止する観点からの指摘もある。内山(2015)は、違法 DVD コピー問題を防ぐ も有効で

効率的な方法が正規版の早期リリースであった事例を示しながら、テレビ番組がインターネット上で違

法流通することを防止する有効な方法として、今回導入する「見逃し配信」の可能性に期待を寄せてい

る。 

 実際に本サービス導入の歴史が長いイギリスの事例をみてみると、サービス開始初期の 2007 年には

平日平均個人総視聴時間のうち約 3 分(2%)程度しか利用が無かったが、その後順調に利用が伸長し、8

年後の 2014 年には約 27 分(12%)にまで増加している(Ofcom (2015))。今後、日本においても積極的な
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利用が期待されるところである。 

 

図 1 Average minutes of viewing per day, total TV 
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Source: Ofcom (2015) 

 

３．諸外国と比較した我が国の状況 

 

 本節では、諸外国における類似サービスの利用実態について概観し、日本における今後の見逃し視聴

行動について考察する一助とする。根拠とする資料は、日本民間放送連盟・研究所(2015)で報告されて

いるアンケート調査「ネット上での放送番組および動画コンテンツ視聴実態に関する 6 ヶ国共通調査3」

である。  

 図 2 は、「録画機能・見逃し視聴サービスを利用する理由」についての回答結果である。各国とも「リ

アルタイムでは視聴できないから」「時間のある時にゆっくり視聴したいから」が高い割合を占めてお

り、時間制約の緩和が本サービスに対する需要の大きな要因となっていることが分かる。このうち日本

において特徴的なことは、「番組を保存しておきたいから」が 19.1%と調査国中 も高いことで、見逃

し視聴サービス開始後も録画や DVD 購入の需要が高いことが予想される。また「放送後に番組の存在

を知ったから」が 3.7%と も低いが、本調査は本格的サービスが始まる以前の調査であるため、今後

見逃し視聴サービスが定着してきてイギリスのように利用が増加してくると、このような需要喚起効果

が期待できる可能性もある。 

図 3 は、インターネット接続の有無別に見た「テレビの視聴方法」に関する回答結果である。日本民

間放送連盟・研究所(2015)では「テレビのネット接続者は見逃し視聴や VOD (Video on Demand)視聴

を行っている割合が非常に高い」ことを報告しているが、現時点で日本はテレビのネット接続率が

31.6%と 6 か国中 低であり4、今後インターネットに接続しているテレビが増加してくると、見逃し視 

                                                  
3 日本、アメリカ、韓国、ドイツ、フランス、イギリスの６ヵ国に居住する 15 歳以上 70 歳未満の男女 6,215 人を対象

に、インターネット調査として実施された(2015 年 2 月 25 日～3 月 17 日)。 
4 テレビのインターネット接続率の高い国から順に、韓国 72.3%、イギリス 47.0%、フランス 45.9 %、アメリカ 45.1%、

ドイツ 43.2%となっている。 
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図 2 録画機能・見逃し視聴サービスを利用する理由 (複数回答) 
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出典：日本民間放送連盟・研究所(2015)より作成 

 

 

図 3 テレビの視聴方法 (ネット接続の有無別) 
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聴への需要も増加する可能性があると考えられる5。ただしどのような番組を「視聴」しているかは、有

料放送やインターネット配信サービスの充実度が各国ごとに大きく異なると考えられることから、慎重

に判断する必要があろう。 

 

４．実証研究 

  

我々は日本で見逃し視聴サービスが本格的に導入される前の時期を捉え、『テレビ・インターネット

の利用動向に関するアンケート』調査を実施した6。本アンケートでは、平日・休日のテレビ視聴、普段

よく見る番組ジャンルとリアルタイム・録画視聴の区分、普段よく見る Web 上の動画サイト(youtube、

ニコニコ動画、FC2、等)などについて調査している。 

本調査では、視聴者の見逃し視聴サービスに対する選好を分析するために、諸外国で も利用が多い

ジャンルである「ドラマ」を想定し、(1)視聴可能端末、(2)CM の有無、(3)個人情報入力の有無、(4)視

聴可能期間、という 4 つの基本属性ごとに表 1 のような選択肢を用意した。これら基本属性の組み合わ

せから、直交計画法を用いて 8 種類の選択肢を作成した。 

 

表 1  基本属性と選択肢 

 

選  択  肢

受信可能端末
(1)テレビ(含むPC，タブレット，スマートフォン)、(2)テレビのみ、
(3)PC (含むタブレット, スマートフォン)

コマーシャル (1)CMあり、(2)CMなし
個人情報入力 (1)個人情報入力が必要、(2)個人情報入力が不必要
視聴可能回数 (1)1週間前まで、(2)1ヶ月分、(3)今期放送分すべて  

 

具体的な質問例は表 2 に示されている。1 回の質問で選択肢 3 つの中から 1 つを選ばせる方式をとっ

た。選択肢 1 と 2 は上記の 8 種類の選択肢から選び、推計の上方バイアスを回避するため、そもそも見

逃し視聴サービスを選択しない、という選択肢を加えている。 

表 2 質問例 

選　択　肢　１ 選  択  肢　２ 選  択  肢　３

受信可能端末 テレビ(含むPC，タブレット，スマートフォン) テレビのみ

コマーシャル CMなし CMなし
個人情報入力 個人情報入力が不必要 個人情報入力が必要
視聴可能回数 今期放送分すべて視聴可能 1週間前まで視聴可能

利用しない

 

1～8 の選択肢の組み合わせは 28 種類あるが、明らかに順序関係があると考えられる選択肢の組合せ

の一部を除外して、1 人につき 16 問質問した。さらに不誠実な回答者を排除するためトリック質問を 4

つ用意し7、そのうち一つでも矛盾がある回答を行った者については推計から除外した。サンプル数は 

                                                  
5 今回の見逃し視聴サービス導入が、テレビのインターネット接続を増加させる要因となる可能性も考えられる。 
6 調査は㈱マクロミルに依頼し、モニター会員 1264 名を性別・年代別に均等割して実施した。実施期間は 2015 年 04
月 28 日(火)～2015 年 04 月 30 日(木)である。サンプルを 4 セグメントに分け、それぞれに異なる組み合わせの質問を実

施した。 
7選択肢の順番だけを入れ替えた質問を追加した。 
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表 3 推計結果 

TV 0.378 *** 0.918 *** 0.500 *** 0.938 ***

(0.039) (0.131) (0.053) (0.097)
MAN×TV -0.192 *** -0.191

(0.071) (0.134)
OVER×TV -0.059 -0.023

(0.069) (0.118)
AGE×TV -0.364 *** -0.807 ***

(0.099) (0.221)
PC 0.085 ** 0.064 0.106 ** 0.109

(0.042) (0.069) (0.051) (0.076)
MAN×PC -0.065 -0.217 **

(0.051) (0.097)
OVER×PC 0.061 0.187 **

(0.050) (0.079)
AGE×PC -0.452 *** -0.999 ***

(0.073) (0.173)
ADV -0.154 *** -0.620 *** -0.139 *** -0.494 ***

(0.034) (0.109) (0.051) (0.081)
MAN×ADV -0.070 -0.224

(0.073) (0.137)
OVER×ADV 0.065 0.050

(0.072) (0.115)
AGE×ADV -0.128 -0.191

(0.102) (0.234)
SET -1.016 *** -1.696 *** -1.123 *** -1.437 ***

(0.039) (0.229) (0.057) (0.095)
MAN×SET 0.205 ** -0.186

(0.081) (0.182)
OVER×SET -0.036 -0.487 **

(0.079) (0.202)
AGE×SET 0.332 *** 0.398

(0.114) (0.251)
TERM 0.036 *** 0.028 *** 0.041 *** 0.045 ***

(0.003) (0.007) (0.004) (0.074)
MAN×TERM 0.124 0.140

(0.084) (0.151)
OVER×TERM 0.043 -0.106

(0.078) (0.125)
AGE×TERM 0.060 -0.054

(0.126) (0.294)
C_1 -0.314 *** -0.160 * -0.313 *** -0.209 **

(0.062) (0.097) （0.062） (0.094)
C_2 -0.922 *** -1.117 *** -0.946 *** -1.076 ***

(0.058) (0.096) (0.059) (0.085)
# of samples 13424 13424 13424 13424  

Log likelihood -13093.0 -12995.1 -12987.9 -12894.9

(1) (3) (4)

MNL MNL RPLRPL

(2)

 
Note: ***, **, * represent p-values in the case of statistical significance of 1%, 5% 10%. 
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1264 で、質問は 1 人につき 20 問行っているため総数は 25,280 サンプルとなるが、矛盾回答を除外し

た結果、13,424 サンプルの有効回答を得た。 

Stated Preference (SP) Method を用いた推計結果は表 3 に示されている。結果(1)(3)が条件付き多項

ロジットモデル、(2)(4)がランダム・パラメーター・ロジットモデルによる結果である。 

 用意した 4 属性について見ると、CM が無いほど、個人情報入力が無いほど、視聴可能期間が長くな

るほど、見逃し視聴サービスの利用率が高まるという、予想と整合的な結果が得られた。TV 受信機と

PC の係数は大きな差がないが、現時点ではテレビ受信機への選好が強い状況が伺える。 

 さらに、性別、個人年収、年齢による係数の違いを見るために、MAN (男性である場合に 1 をとる)、

OVER (個人年収 200 万以上の場合に 1 をとる)、AGE (60 歳以上の場合に 1 をとる)という 3 種類のダ

ミー変数と各属性の交差項を用意し、その影響を見た。その結果、男性や高齢者の見逃し視聴に対する

ニーズが少なく、広告に対する不効用が大きいという傾向が見られた。また個人所得については、それ

ほど明確な傾向は観察されなかった。 

 

 

５．CM スキップに関する意向 

 

前節で見たように、CM に対する視聴者の不効用は大きく、民放連・研究所(2015)によれば、「録画機

能・見逃し視聴サービスを利用する理由」として CM スキップを挙げる視聴者も多い8。広告放送が主

流の日本においては、「テレビ視聴は無料」との意識が強いと指摘されることが多いが、ではその不効

用を取り除くために、どの程度の支払いを行って良いと考えているか。ここでは、見逃し視聴サービス

において、CM スキップのために 1 番組あたりどの程度の支払いを行っても良いかを質問した。 

 その結果、CM スキップに対する支払意思額を「ゼロ(支払わない)」と回答した人が 80％以上いるも

のの、それらを除いた 238 サンプル(約 18.8%)が有料でも CM スキップをしたいと回答しており、その

ような人々の平均支払意思額は約 66.9 円との結果が得られた。現在 1 番組あたり 200～300 円程度の支

出でネット配信サービスが受けられることを考えると、それなりに高い支払い意思額を示していると言

うことができるのではないだろうか。 

 

 

6．終わりに 

 

 本稿では、日本に見逃し視聴サービスが導入される時期をとらえ、視聴者選好について分析を行った。

その結果、CM の有無、個人情報入力の有無、視聴可能期間の長さを示す属性の係数はいずれも有意で

あり、これら属性によってサービスの選択確率が影響を受けることを示した。また CM は約 20%もの人

が金銭を支払ってでもスキップしたいという結果が得られ、無料視聴が主体となっている国の実態とし

てはそれなりに高い結果が得られた。 

                                                  
8 「CM スキップ」を録画・見逃し視聴サービス利用の理由として挙げた割合の高い国から順に、イギリス 35.0%、アメ

リカ 34.5%、ドイツ 27.7%、日本 21.6%、フランス 18.5 %、韓国 8.1%、となっている。同じアンケート調査において、

「録画再生視聴の際、ほぼ必ずＣＭをスキップする」との回答は、イギリスと日本で突出して高かったとの結果が示され

ている。 
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 Liebowitz and Zentner (2012)が論文の題目で示したように、従来インターネットは、テレビという

娯楽に挑む巨大な「敵」として描かれることが多かったが、本研究で焦点を当てた見逃し視聴サービス

は、テレビ局が提供する番組を、伝送手段を変更し時間制約を緩和した上で提供する点でむしろ補完的

サービスとして提供しており、結局 後はコンテンツの優劣に起因することを示唆していると考えるこ

ともできる。また本サービスが先行的に導入された国々でも好評を博していることから、海賊版対策と

して有効に機能する可能性を示唆してもいる。他方、多くの国では Web 上でも CM をスキップできな

い形で提供しており、その際に蒙る視聴者の不効用は小さくない。また地上波で一般に提供されている

ドラマといえども、個人情報を入力して視聴履歴を開示することに対する抵抗感は強く、FTCやOECD、

EU が示す個人情報利用のガイドライン9などを十分意識して運用することが必要だと考えられる。 
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