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平素は衛星テレビ広告協議会（CAB-J）及び会員各社に格別

のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

CAB-J集計の2015年度広告総売上は、2015年4月に施行され

た食品表示法により、導入期の健康食品系広告が停滞した影響な

どにより、残念ながら前年比98.7%の207.8億円となりました。2年連

続で前年度を下回る結果となってしまいましたが、新年度に入って

以降、会員各社は今年度こそは売上を回復させるべく、積極的に活

動しております。アドバタイザー・広告会社の皆様には、引き続きのお

力添えを頂けます様お願い申し上げます。

この度、今年度のメディアデータブックをお届けできる運びとなりま

した。視聴契約件数が伸び悩みを見せる中、デバイスの多様化によ

る動画視聴環境の急速な変化、映画やテレビ番組だけではなく多

様なスポーツコンテンツをも含む様々な動画配信サービスの立ち上

げなど、テレビを取り巻く環境は厳しさを増しており、CS/BSペイテレ

ビ放送の成長は楽観視できる状況にはありません。

しかし、ジャンルに特化した専門性の高い番組を制作・編成し、視

聴者属性が明確なターゲットメディアであるCS/BSペイテレビは、プラ

イベートメディアとしての側面も強いことから、例えばテレビとモバイル

との連携やリニア放送と動画配信の組み合わせ、あるいは放送だ

けではなくイベントの展開などありとあらゆる工夫を凝らした広告企画

を通じて売り上げを拡大させる機会が到来したともいえます。我々は、

今まさに斬新な企画力で新しい価値を創造しビジネスを拡大するこ

とが求められているのだと考えております。

この様な環境下、私たちは、会員各社の意識改革、CS/BSペイ

テレビ広告の啓蒙を絶えず行いながら、「機械式ペイテレビ接触率

調査」の整備拡充を通じて得られるデータをあらゆる角度から分析

し、わかり易くかつ実効性の高い情報としてアドバタイザーの皆様に

ご提供・ご提案をして参ります。

アドバタイザー・広告会社の皆様におかれましては、我々CAB-J

に対しまして、一層のご支援とご鞭撻を賜わります様よろしくお願い

申し上げます。
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モバイルやイベントとの連動、斬新な企画力で新しい価値 を創造
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CAB-Jには、バラエティ豊かな67の専門チャンネルが参加しています。

2016年10月吉日

衛星テレビ広告協議会（CAB-J） 会長

滝山 正夫
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視聴方法は3つ＝DTH（直接受信）、ケーブルテレビ、IPTV

CS/BSペイテレビとは、その名称通り「料金
を支払って視聴する、CSおよびBSテレビ放送
の総称」です。CSはCommunication Satellite

（通信衛星）、BSはBroadcasting Satellite
（放送衛星）の略で、現在CS３機（JCSAT）、
BS１機（BSAT）の計4機の衛星を使って、合計
240チャンネル程度が放送されています。

いうまでもなく、地上波（地デジ）や無料の民
放系B Sデジタル放送とは異なるものです

（NHKは受信料を支払って視聴しますが、ここで
はペイテレビのカテゴリーに属さないものとしま
す）。2011年に開始されたBSでの有料放送

（約20チャンネル）は、その大半がCSデジタル
放送事業者による専門チャンネルのため、それら
を含めて「CS/BSペイテレビ」と総称されるよう
になりました。
「衛星テレビ広告協議会（以下CAB-J）」は、

これらCS/BSペイテレビの広告価値向上と利
用促進等を目的に活動しており、当初は有料
CS放送のチャンネルのみで構成されていました
が、2011年以降に開始された有料BS放送の
チャンネルが加わり、現在67チャンネルで構成さ
れています。

CS/BSペイテレビはスカパー！（DTH）やケー
ブルテレビ、IPTV等で視聴でき、現在、日本の
総世帯数の25.9％に当たる1,346万世帯

（2016年6月末現在）に普及しています（P6参
照）。有料放送で専門性の高いチャンネルが多
いことから、各チャンネルの視聴者ターゲットが
明確で、富裕層に支持され、能動的な視聴者が
多いのが特長です。

CS/BSペイテレビを視聴する方法を説明しま
しょう。大きく分けて、次の3つの方法があります
（上図参照）。
（1）DTH（Direct To Home/直接受信）

自宅に受信アンテナを設置し、次のプラット
フォームのいずれかに加入して、見たいチャンネ
ルやパッケージを契約して視聴します。
◆スカパー！（110度サービス）の場合：

110度BS/CSアンテナをデジタルテレビ（3 
波共用）につないで視聴します。

CSペイテレビは、1989年にCSを利用して
ケーブルテレビ向けに専門チャンネルを配信し
たのが、その始まりです。その後、1992年にCS
アナログ放送が開始、1996年からはMPEG2
方式で日本初のCSデジタル放送「パーフェク
TV！」（スカパー！の前身）が始まりました。当初は
SD（標準画質）でしたが、2008年からはHD

（高精細度）による「スカパー！HD」がスタート。
2012年10月からはH.264方式を採用してさら
にデジタル圧縮効率を上げ、HD化・多チャンネ
ル化を進めてきました。

そして2014年5月末をもってMPEG2による
SDの多チャンネル放送が終了し、その空いた
帯域で、同年6月から、HDの約4倍高画質であ
る4K（*1）の試験放送「Channel 4K」（放送主
体：次世代放送推進フォーラム（NexTV-F））が
始まりました。この試験放送を経て、2015年3月
１日にはスカパー！プレミアムサービスで2つの
4Kチャンネル「スカパー！４K総合」「スカパー！
4K映画」が開局しました。そして2016年5月に
は、さらにもう１チャンネル「スカパー！4K体験」が
開局、10月には同チャンネルで4K HDR（*2）
放送も始まります。

そのほか、ケーブルテレビでは2015年12月1
日に「ケーブル4K」が開局し、各ケーブル局が
制作した4K番組が１チャンネルに編成されて全
国のケーブル局で配信されています。また、

◆スカパー！プレミアムサービス
（124度/128度サービス）の場合：

JCSAT-3およびJCSAT-4を受信するCSア
ンテナと、専用チューナーを設置します。

なお、4Kチャンネルは、この「スカパー！プレミア
ムサービス」で放送されています。

（2）ケーブルテレビ（CATV）
多チャンネルサービスを提供しているケーブル

テレビ局は全国に400局以上あります。地上波・
BS・CS、そして自主制作のコミチャン等を1本の

IPTVの「ひかりTV」は2014年10月から4Kコ
ンテンツのVODサービスを開始、2015年11月
からは4K HDRコンテンツのVODサービスと
4K-IP放送を開始しています。

このような4K（BSでは4K・８K）への取り組み
は、2014年に総務省が発表した「4K・8Kロード
マップ」（図1参照）に基づくもので、CS/BSペイ
テレビは、2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けて注目が集まる超高画質放送の牽引
役としても大いに期待されています。

超高画質が国策として進められる一方、
「Hulu」「Amazon Prime Video」「Netflix」と
いった米国発の大手OTTサービス事業者が日
本でのサービスを相次いで開始したり、NHKの

「NHKオンデマンド」や民放5局による「TVer」
などネットでの番組配信サービスが始まり、PCや
スマホ、タブレット等で「見たい番組を見たい時
に楽しめる」オンデマンドサービスが、2015年頃
から本格的に普及しはじめています。

CS/BSペイテレビは、本稿の「視聴方法」で
解説している通り、DTH（スカパー！）、ケーブル
テレビ、IPTVと3つのプラットフォームのいずれ
かに加入し、テレビで視聴します。ですが、これら
オンデマンド＆マルチデバイス視聴へのニーズ

が高まるなか、CS/BSペイテレビは、この新たな
取り組みに5年ほど前から着手しています。

スカパー！は2011年から「スカパー！オンデマン
ド」を開始し、スカパー！加入者であれば、CS/
BSペイテレビが番組単位で、PCやスマホ、タブ

レット等マルチデバ
イス視聴できるよう
になっています。さら
に、2016年からは
IPリニア配信が開
始され、チャンネル

単位でもマルチデバイス視聴が可能になってい
ます（*3）。開始当初は10数チャンネル、今年秋
には50チャンネル程度がIPリニア配信されてい
ます。また、ジュピターテレコム（J:COM）をはじめ
としたケーブルテレビ局や、ひかりTVでもVOD＆

マルチデバイスサービスをすでに開始しています。
CSによる専門チャンネル配信開始から27年、

CSデジタル放送開始から20年を迎えた2016
年。この間、たえまない技術革新と市場ニーズ
に対応し、CS/BSペイテレビは、デジタル化、
VOD、4K、IPリニア配信と、他の放送メディア
の一歩先を行くメディアのポジションを担ってきま
した。これからも、より美しく・より楽しいメディアと
してさらなる展開が期待されています。

ケーブルで直接各家庭へ届けるうえ、インターネッ
トや電話サービスも加えたトリプルサービスを提供
しています。
（3）IPTV

「スカパー！プレミアム光」、NTTグループの「ひ
かりTV」等のIPTVサービスが、FTTH等ブロード
バンド回線を通して多チャンネルサービスやVOD
を提供しています。各IPTV事業者専用のSTB 

（Set Top Box）とテレビを接続して視聴します。
（注）ケーブルテレビもIPTVも、チャンネル数は事業者によって異なります。

東経110度 東経124度 東経128度

ケーブルテレビ（J:COM、イッツコムなど） IPTV他（スカパー! プレミアムサービス光、ひかりTVなど）

DTH （直接受信）

地元のケーブルテレビ局と契約。
ケーブルSTBとテレビをつないで視聴する

各IPTV事業者と契約。
専用のSTBやスティックとテレビをつないで視聴する

110度CS対応BSアンテナを設置し、
デジタルテレビ（3波共用受信対応）につないで視聴する

   CSアンテナ（JCSAT-3およびJCSAT-4受信）を設置し、
スカパー!プレミアム対応チューナーとつないで視聴する

約40～100ch放送 約40～150ch放送

約70ch放送

JCSAT-110R JCSAT-4B JCSAT-3A

2015年8月末現在

BSAT

約160ch放送

○△ケーブル ひかり○△

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

ケーブルテレビ

・2020年東京オリ
ンピック・パラリンピ
ックの数多くの競
技が4K・8Kで放送
されている

・パブリックビューイ
ングが全国各地で
行われている

・多くの視聴者が市
販のテレビで4K・
8Kを楽しんでいる

<目指す姿>

IPTV等

地デジ

衛

　星

124/128度CS

110度CS（左旋）

BS（右旋）

BS（左旋）

4K試験放送
4K VODトライアル 8Kに向けた実験的取り組み

8Kに向けた実験的取り組み

4K試験放送
4K VOD実用サービス

現状の2K（HD）放送

4K実用放送

4K試験放送

4K・8K試験放送

4K試験放送

4K実用放送

4K実用放送

4K実用放送

4K・8K実用放送

4K実用放送

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

CS/BSペイテレビの基礎解説

CS/BSペイテレビは、一つ先行くメディアです
CSアナログ放送からデジタル放送へ
SDからHD、そして4K、HDRへ

オンデマンド、IPリニア配信で
マルチデバイス視聴へ

CS/BSペイテレビとは？ どんな視聴方法があり、これからどんな展開が予想されているのでしょうか。
ここでは、CS/BSペイテレビについて基礎解説します。

（*1）4KはHD（2K）の4倍、8KはHDの16倍の解像度があり、UHD
（Ultra High Definition/超高精細）と称されている。表1参照
（*2）HDR＝High Dynamic Rangeの略で、映像の持つ色の輝度幅
（ダイナミックレンジ）を拡大する技術

■ 表1：2K（HD）・４K・8Kとは

■ 図１：4K・８Kのロードマップ

解像度

2K（HD） 約200万画素 （1,920×1,080＝2,073,600）

4K 約800万画素 （3,840×2,160＝8,294,400） HDの4倍

8K 約3,300万画素 （7,680×4,320＝33,177,600） HDの16倍

（総務省発表「4K・8K推進のためのロードマップ〜第二次中間報告/2015年7月」より作成）

（*3）IP配信の権利処理されたコンテンツを配信
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CS/BSペイテレビの普及状況

※都道府県別世帯数は、平成23年2月25日に総務省統計局が公表した「平成22年国勢調査人口速報集計」の結果より

北海道 2,424,073 462,704 19.1%
青　森 513,311 105,303 20.5%
岩　手 483,971 95,519 19.7%
宮　城 901,254 196,205 21.8%
秋　田 390,335 88,895 22.8%
山　形 388,670 70,737 18.2%
福　島 720,587 118,324 16.4%
茨　城 1,088,848 220,431 20.2%
栃　木 745,045 159,173 21.4%
群　馬 755,297 108,775 14.4%
埼　玉 2,842,662 747,912 26.3%
東　京 6,403,219 1,754,971 27.4%
千　葉 2,515,220 744,962 29.6%
神奈川 3,843,424 1,125,812 29.3%
山　梨 327,642 46,763 14.3%
新　潟 838,922 173,840 20.7%

長　野 794,362 278,062 35.0%
静　岡 1,398,550 354,104 25.3%
愛　知 2,933,464 717,255 24.5%
三　重 703,704 261,033 37.1%
岐　阜 736,555 145,655 19.8%
富　山 383,323 170,668 44.5%
石　川 440,995 109,683 24.9%
福　井 275,424 199,962 72.6%
滋　賀 517,236 83,658 16.2%
和歌山 393,750 77,314 19.6%
京　都 1,122,634 197,139 17.6%
大　阪 3,832,319 1,402,582 36.6%
兵　庫 2,254,880 461,992 20.5%
奈　良 523,280 133,150 25.4%
鳥　取 211,832 91,793 43.3%
島　根 262,108 73,505 28.0%

岡　山 754,067 226,289 30.0%
広　島 1,184,606 282,859 23.9%
山　口 597,195 149,768 25.1%
徳　島 302,144 82,484 27.3%
香　川 390,334 93,775 24.0%
愛　媛 590,782 160,541 27.2%
高　知 321,671 79,226 24.6%
福　岡 2,110,880 485,922 23.0%
佐　賀 294,854 61,109 20.7%
長　崎 558,439 171,072 30.6%
熊　本 688,106 141,758 20.6%
大　分 481,957 164,396 34.1%
宮　崎 460,277 194,979 42.4%
鹿児島 729,330 109,334 15.0%
沖　縄 519,975 82,333 15.8%
合　計 51,951,513 13,463,727 25.9%
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CS/BSペイテレビの加入世帯数と普及率の推移

CS/BSペイテレビの普及状況

都道府県別加入状況
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WOWOW加入者も集計

■東北 674,983世帯（19.9%）

■北海道 462,704世帯（19.1%）

■東海 1,478,047世帯（25.6%）

■近畿 2,355,836世帯（27.3%）■四国

416,027世帯（25.9%）

■甲信越 498,665世帯（25.4%）

■北陸 480,313世帯（43.7%）

■中国 824,213世帯（27.4%）

■九州･沖縄 1,410,903世帯（24.1%）

●DTH（スカパー!）加入数→3,388,954世帯 スカパーJSAT発表
●ケーブルテレビ加入数→6,279,200世帯 CAB-J調べ
●IPTV他加入数→942,488世帯 （一社）衛星放送協会調べ
●WOWOW加入数→2,853,085世帯 WOWOW発表

合計 13,463,727世帯

総加入 1,346万世帯
普及率25.9%（2016年6月末現在）

■関東 4,862,036世帯（26.7%）

2015年度にCS/BSペイテレビに広告出稿した業種は、アドバタイザー数の多い順に「食品」「化粧品・トイレタリー」「趣味・スポーツ用品」「交通・レ
ジャー」「流通・小売業」でした。また、全体における割合を前年度に比べ伸ばした業種は、増加率順に「化粧品・トイレタリー」「食品」「情報・通信」となり
ました。1アドバタイザーが出稿するチャンネル数は年々増加しており、2015年度は平均4.4チャンネルとなりました。最もアドバタイザー数の多かった「食
品」ジャンルにおいては、1アドバタイザー当たり平均8.1チャンネルと、多くのチャンネルに出稿する傾向が見られます。
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※調査期間：四半期ごとに出稿のあるアドバタイザー名を各チャンネルにアンケート実施。　※調査期間：2015年4月～2016年3月（1年間）
※業種分類は㈱電通「日本の広告費」参照　※CAB-J調べ

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

広告出稿調査CS/BSペイテレビの普及状況 ジャンル別 2015年度出稿調査業種構成比

会員各社のチャンネル情報や担当連絡先、広告事例、業界TOPICS、
各チャンネルの視聴可能世帯数等のデータを閲覧できます。

ペイテレビ広告のことが知りたい時は CAB-J 検 索
「CS/BSペイテレビ メディアデータブック2016」は、
CAB-Jホームページ内での閲覧とダウンロードが可能です。
また、より詳細なデータも閲覧できます。是非ご活用ください。
CAB-Jメルマガも発行中です。メルマガのお申込みはCAB-J事務局まで。

CAB-JのHPアドレス http://www.cab-j.org/


