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広告型動画配信

グローバル版：先行するアジアを米国も追うか？

デロイトは、広告型動画配信サービスの収益＊1が2020年にグローバル
で推定320億ドルに達すると予測している。特にアジア（中国とインドを
＊2
含む）が155億ドルで全体の半分近くを占める
（図表1）
。アジアでは、
手頃な価格の4G接続、低価格のスマートフォン、そして急速に成長した
広告型動画配信サービスを通じて、10億人を超える視聴者が無料（また
は低コスト）
でテレビ番組や映画、スポーツを視聴している。

アジアのストリーミングサービスの中には、広告型動画配信を中心に据
えビジネス拡大を目論んでいるプレイヤーがいる。こういったプレイヤー
は、大規模なユーザー基盤を築いた上で、広告型サービスによって一定
規模の収益を獲得した後、オリジナル作品、スポーツ、音楽、ゲームといっ

たコンテンツを打ち出した有料プランも導入し、強力なサブスクリプショ
ンビジネスを展開している。その目的は、料金は支払わずにコンテンツを
視聴する時間だけを使いたい人と、コンテンツ自体に課金することをい
とわない人の両方を満足させることができるエンターテインメントプラッ
トフォームになることだ。
これとは対照的に、米国では消費者に直接提供される配信サービスのほ
とんどが、広告なしのサブスクリプションモデルを採用しており、Netflix
に代表されるような企業が米国市場を支配してきた。消費者は広告を避
けたがる傾向にあり、米国の消費者の44%が、
「広告のない視聴体験」が
ストリーミングサービスに登録した最大の理由だと回答している調査結
果もある1。しかし、いわゆる
「サブスク疲れ」
の兆候も現れており、米国の

広告費のみのサービスと、広告＋サブスクリプション型のサービスの収益の総計。YouTube等のユーザー生成コンテンツ
（UGC）型のサービスの広告費は含まれない
【2020年4月 COVID-19の影響を踏まえた予測値アップデート】
グローバルの広告型動画配信市場規模は300億ドルを下回る。アジアは140億ドル、米国は85億ドル規模になると推計。
COVID-19の影響による外出制限・ロックダウンで動画配信の視聴者数と視聴時間は増加したものの、景気低迷に伴い広告費が減少し、オリンピックの延期も決定したため、
少なくとも2020年中の市場の伸びが見込めない。

＊1
＊2
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図表1 世界の広告型動画配信サービス収益（10億ドル）
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出所：Digital TV Research, “Global AVOD Forecasts,” June 2019; Deloitte analysis.

視聴者は契約の管理や支払に煩わしさを感じるようにもなっている2。テ
レビネットワーク、映画会社、IT企業がそれぞれ独自のサブスクリプショ
ンサービスを開始する中、米国の消費者はすでに平均3つのサービスを
契約している3。300以上のサブスクリプションベースのサービスが視聴
者数とウォレットシェアの獲得を巡って競争を繰り広げているが、この状
況を踏まえると、そのうちほんの一握りのプレイヤーしか成功できないの
ではないだろうか？
広告型動画配信のプレイヤーが以下のポイントを実現できるのであれ
ば、アジアから米国へのビジネスモデルの輸入を検討するべきかもしれ
ない。

• 多様なコンテンツを一箇所に集め、消費者に低価格もしくは無料で提
供するモデルで運用できるか？
• オンライン広告市場を支配しているソーシャルネットワークや検索エン
ジンに代わる手段を探している広告主に対して、ソリューションを提供
できるか？
• ゲーマー、音楽ファン、スポーツファンといった特定のセグメントに対し
て特化したサービスと、一般的な視聴者を対象とするジェネラルな
サービスを幅広く取りそろえたエンターテインメントプラットフォームの
基盤を提供できるか？
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広告型動画配信の
「アジアモデル」
アジアで運用されている広告型動画配信事業はそのほとんどが2010年
以降にサービスを開始したもので、短期間で大きく規模を拡大している。
広告型動画配信の
「アジアモデル」
には、以下の様な特徴がある。
• コアサービスは広告モデル
ユーザーは広告を視聴することで、番組や映画などの映像コンテンツ
にアクセスできる。
コンテンツの多くは様々な映画会社や放送事業者か
らライセンスされている。
• プレミアムコンテンツへの課金
スポーツ、海外作品、国内オリジナル作品といったプレミアムコンテン
ツについては、サブスクリプション形式で課金する。この収益を人気コ
ンテンツの放送権を調達する資金源にする。
• モバイル戦略
アジアのストリーミングサービスは特にスマートフォンユーザー向け
サービスに注力することで規模を拡大している。インドやインドネシア
では、従来型の有料放送にアクセスできない消費者がストリーミング
サービスを利用している。中国など有料放送が普及している国や地域
でも、スマートフォン向けにコンテンツを配信するストリーミングサービ
スも提供されている。いずれの場合も簡単にアプリをデバイスにダウン
ロードして、視聴を開始できる。
• マルチサービスのバンドル
動画配信と音楽配信やゲームといった複数のサービスを組み合わせ
て、デジタルエンターテインメントをワンストップで提供するプラット
フォームの構築を目指している。
• 広告のイノベーション
新しい形式のフォーマットやゲーミフィケーションを取りいれた広告展
開を試みている。

こうした
「アジアモデル」
の要素の実例は、世界最大の広告型動画配信の
市場である、中国とインドに見ることができる。

中国：iQIYIの野心的な拡大
中国における広告型動画配信サービスは2018年に世界の約35%に相
当する78億ドルの収益を上げた4。中国ではモバイルインターネット利用
が主流で、全インターネットユーザーの98%を占める約8億1600万人の
消費者がモバイル機器を使ってオンラインアクセスしており、モバイル戦
略の重要性が見て取れる5。2019年には中国の成人のスマートフォンの
利用時間がテレビを上回ったとのデータもある。モバイル向け広告型動
画配信の人気も伸びの一因と考えられる6。
世界の主要な広告型動画配信サービスの5つのうち3つが中国のもの
で、BATとして知られるBaidu、Alibaba、Tencentの三大テクノロジー
企業によって運営されている。iQIYI（Baidu）、Youku（Alibaba）、
Tencent Videoはそれぞれ約5億のMAU（Monthly Active Users：月
内にサービスを利用したユーザーの数）を獲得している7。

中国最大の検索エンジンを運営するBaiduが2010年に立ち上げたiQIYI
は、前述の「アジアモデル」の好例である。広告型のコンテンツ配信を行
うほか、2014年には自社内に映像制作部門を立ち上げてオリジナルコ
ンテンツの制作に乗り出し、課金型のサブスクリプションサービスも提供
している。その際、ドラマや映画などのオリジナルシリーズに加えて、
Netﬂixを含む海外プレイヤーのコンテンツや、スペインサッカーリーグの
リーガエスパニョーラの独占放映権等に投資して、ユーザー層の拡大を
試みている。
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iQIYIは2018年に新規株式公開（IPO）を行ったほか、ゲームデベロッ
パーのSkymoonsを買収するなど8、エンターテインメント事業を意欲的
に発展させている。iQIYIは現在、5.6億のMAUを抱える世界最大規模の
動画配信プラットフォームに成長し、そのうち1億がサブスクリプション
サービスに課金しており9、広告収入とサブスクリプション収入の両輪で
規模を拡大して市場を牽引している。しかしながらiQIYI事業の損失は続
いており10、コンテンツ投資の強化をはじめとした対応策が講じられてい
るところである。
Tencent Video、Youkuもそれぞれ、海外コンテンツへの投資や映画ス
タジオの買収などコンテンツに資金を投入し11 12、競争力強化を狙うと
同時に、各社それぞれが海外への事業拡大も計画している。
中国の大手プレイヤーの強みはリーチできる視聴者の規模であり、ユー
ザー基盤を基にした広告収入が収益を支えているものの、ワンストップ
型のコンテンツプラットフォーム化を見据えた各社のサブスクリプション
への注力が、黒字化を妨げているとの見方もある。
視聴者のメディア接触時間を奪い合う競争は、TikTok に代表される
ショートビデオプラットフォームや従来型のテレビ放送も含む形で激化し
ており、大手プレイヤーは今後の注力ポイントの選択に迫られているとい
える。

インド：広告型動画配信がテレビ視聴者層を拡大
インドでは有料放送の加入料が安価であり、州によっては90%近くの世
帯がテレビを保有している。しかし、国全体のテレビ端末普及率は70%
を下回っている13。インドの広告型動画配信サービスは、モバイルユー
ザー向けのサービス提供に注力することで、何億人もの人々の手元に
「テレビ」をもたらし、それが一部の視聴者にとっては初めてとなる映像
エンターテインメントへの接点になっている。
インドの消費者はコスト意識が高く、無料または低価格のサービスの利
用のための広告視聴は受け入れられやすい14。また近年、手頃な価格の
スマートフォンが登場したことに加え、通信事業者の新規参入によって
データ通信量が値下がりしている15こととも相まって、動画配信サービス
の普及が進んでいる。
2012年には9社だった配信事業者は2019年には35社に増加し16、ス
マートフォン所有者の80%が1つ以上のストリーミング動画アプリを使用
している17。
MAUが3億に達するHotstarは、インド市場のトッププレイヤーである。
2015年にディズニー傘下の大手衛星メディア企業Starによって設立され
たサービスで、インドのスマートフォンの半数がHotstarのアプリを搭載し
ている18。
Hotstarはインドの消費者の1/3へのリーチを基盤とし、若いスポーツ
ファン層へのアクセスや、ゲーミフィケーションを取り入れた広告コンテ
ンツといった強みを生かした広告戦略を採用して、従来型のテレビ広告
からのシフトを狙っている。ゲーミフィケーションについては、例えばクリ
ケットの試合中に関連するクイズを出題し、画面にバナーや動画広告枠
を付けるといった形式を採用している。
この他にも放送局や通信事業者、Netﬁxなどの海外事業者もインドの動
画配信市場に参入している。インドの大手放送局は、Hotstarの方式を
踏襲し、無料広告モデルで見逃し配信コンテンツを提供している。一方、
AirtelやVodafoneといった通信事業者は、複数のプラットフォームから
コンテンツを集約する形で決済インターフェースを運用している。
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米国での展開可能性
これまで課金型のサービスが市場を席巻していた米国の状況にも少しず
つ変化が訪れつつあるようだ。デロイトが最近米国で実施した調査では、
消費者の広告に対する見方に変化が起こりつつあり、コンテンツ視聴の
ために広告を視聴するというアジア型の消費傾向に近づいていることが
結果に表れていた19。その証拠として、広告型動画配信サービスの数が
米国でも最近増加していることに注目したい。中国やインドのサービスの
ような目を見張るほどの規模感ではないが、Roku、Tubi、Pluto TVと
いった広告型サービスや、Huluのような有料課金と広告型を組み合わせ
たサービスの利用者が増加傾向にあり、今後のビジネス展開に大きな可
能性を秘めている。

広告主の視点では、広告型動画配信サービスが定着することが期待され
ている。有料放送の契約数は急速に減少しており、デジタル広告への支
出は増加しているものの、その60%はFacebookとGoogleによるもので
ある
（YouTubeを含む）20。数百万人規模の月間ユーザーを抱える広告
型動画配信サービスが現れれば、広告出稿先の選択肢の幅が広がる。
また、ほとんどのストリーミングサービスはIPベースであるため、よりター
ゲットに適した広告をそれぞれの視聴者に配信することが容易になる。
さらに、ストリーミングビデオとデータドリブン型の広告を組み合わせた
プラットフォームを利用することで、個人データの提供によってコンテンツ
を視聴するような仕組みを実現できるかもしれない。このような点で、広
告型動画配信プラットフォームは広告主にとって有益なものになりうるだ
ろう。

BOTTOM LINE

• アジアでは、広告型が今後も動画配信サービスの柱となる可能性が高い。サブスクリプション型の課金は、スポーツやオリジナル番組などのプレミ
アムコンテンツを対象として運用され、広告と併用する形での収益源となるだろう。広告型動画配信は、可処分所得の少ない消費者や、開催後のス
ポーツイベントを含めた
「キャッチアップTV」だけで十分だという消費者にとっては、特に重視されると考えられる。
• 米国では、広告型動画配信サービスが急速に成長する可能性がある。現在はサブスクリプションモデルのみを採用している米国の大手ストリーミン
グ企業も、市場の状況に応じて広告主導型モデルを選択する場合があるかもしれない。
• アジアでも米国でも、広告主が多くの予算を広告型動画配信に投入するようになる可能性が高い。何百万の視聴者基盤を持ち、個別の消費者に
ターゲットを絞った広告が可能になると同時に、プロが制作した番組や映画に自社ブランドが付随することに魅力が感じられるからだ。この点は
ユーザー投稿型のコンテンツプラットフォームとの大きな違いである。
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Ad-supported video: Will the United States follow Asia’s lead?
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