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日本における民放テレビ局のビジネスシステム研究

馬 場 康 之
Ⅰ

問題意識・論文の目的・研究方法

1953 年 8 月に日本テレビ放送網が民間放送局（以下、民放）初のテレビ放送を開始し
た。それから 55 年が経過し、日本の民放テレビ局は一般的に収益性が高く、好業績の業
界だと言われてきた。しかし近年、放送業界の業績が悪化してきている。この状況は一過
性のものなのか、今後恒常的なものかどうかは放送局に勤務する筆者にとって重大な問題
である。
電通（2008）によると、テレビ広告費は表 1 のように 2000 年に 2 兆 793 億円をピーク
に下がり始め、2005 年からは 3 年連続で減少を続けており、2007 年は 1 兆 9981 億円で
ある。ここで問題となるのは 2005 年から 3 年間の総広告費は上昇しているという点であ
る。さらに、2008 年の 6 月に出された日本民間放送連盟（以下、民放連）のテレビ広告
費の長期展望によると、2008 年以降も減少し続け、2015 年には 1 兆 7292 億円になるとい
う試算もある。売上高に占める広告費の割合が 7 割以上を占める民放テレビ局にとって、
広告費の減少は即経営に反映する。そのため、その悪化の要因を見つけ出し、早急に策を
講じなければならない。
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マス４媒体とインターネットの広告費推移
（電通調査、2008 年～民放連予想）
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次に、民放テレビ局の顧客には「広告主」の他に「視聴者」が存在する。そして、視
聴に関する指標として、視聴率や視聴時間があるが、表 2・3 のように同時に低下してい
る。（ビデオリサーチ調べ）特に若年層の落ち込みが大きく、この 5 年間（2002 年から
2007 年）で関西地区の男性 20 〜 34 歳（M1）の 1 日の平均視聴時間は 2 時間 36 分から 2
時間 1 分へと 35 分も減少している。
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以上のように、テレビ局にとっての両顧客からの支持が得られなくなってきている中、
それに追い討ちをかけるかのようにサブプライム問題に端を発した不況が各企業の広告費
支出を抑制させ、2008 年以降ますますテレビ局の業績を悪化させる様相を呈してきてい
る。各局も軒並み、2009 年 3 月期決算の予想を下方修正している。中でもテレビ朝日が
営業利益で 22 億円の赤字を予想していたり、関西の朝日放送が営業利益・経常利益で 20
億円の赤字を予想していたりと、急激な業績の悪化が起こっている。民放の中でも比較的
経営が安定しているといわれていた在京局のキー局や在阪局の準キー局がこのような状況
であるから、地方局の経営はますます厳しくなるものと思われる。
その一方でインターネットが幅広い層に普及し、若年層を中心にテレビの代替品となっ
ている。インターネット広告費も 2007 年には 6003 億円と、雑誌を抜き第 3 位となり、
テレビ広告費を脅かす存在となってきている。さらに、動画共有サイトや CATV などの
代替動画メディアに加え、2008 年には NTT グループが NGN（次世代ネットワーク）を
使った動画配信サービスを本格化させ、NHK は見逃し番組を中心とした番組ネット有料
配信サービスを開始させるなど、動画サービスをめぐる競争はますます激化してきてい
る。このような状態の中、現在の不景気が収束した後にテレビ局の収支は改善するのだろ
うか。そうでないとしたら、その対処策はないのか。
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この論文ではテレビ局を「ビジネスシステム」のフレームワークを用いて分析し、現在
のテレビ局のビジネスシステムの問題点を明らかにする。さらに、一テレビ局が競争優位
を確立するにはどのようなビジネスシステムを構築していくべきかを考察する。そして、
その分析手法として、白書等の 2 次データ分析、文献研究、さらに視聴者に対するアン
ケート調査（N=492）によるテレビ等に関する意識調査分析などを用いた。

Ⅱ

先行研究レビュー

本論文では個別の企業ではなく、社外の取引相手を含めた「ビジネスシステム」の先行
研究レビューを行う。加護野・井上
（2004）によると、ビジネスシステムとは「経営資源を
一定の仕組みでシステム化したものであり、どの活動を自社で担当するか、社外のさまざ
まな取引相手との間に、どのような関係を築くか、を選択し、分業の構造、インセンティ
ブのシステム、情報、モノ、カネの流れを設計の結果として生み出されるシステム」1 で
あるとしている。このシステムは結果として生み出されるシステムで、設計思想であり、
模倣可能なビジネスモデルに比べると模倣困難なものである。本論文ではこのビジネスシ
ステムという概念を使い、民放テレビ局が開局以来構築してきたビジネスシステムについ
てどのような特徴があり、どこが模倣困難であったのか。そして、そのビジネスシステム
は現在でも有効性があるのかについて論じていきたい。
次にビジネスシステムの設計思想である事業コンセプトであるが、設計時に配慮する要
因としては以下のものがある。
○「誰に」
（顧客への価値）･･･ 顧客に注目する方法
○「何を」
（競争相手への差別化）･･･ 競合業者に注目する方法
○「いかに」
（自社の技術・資源）･･･ 自社に注目する方法
本論文でもこの事業コンセプトの概念を使いて、民放テレビ局を分析する。さらに、加
護野・井上（2004）ではビジネスシステムの設計の基本原理として「規模の経済」
「速度
の経済」
「範囲の経済」
「集中化と外部化の経済」が挙げられているが、本論文では「集中
化と外部化の経済」
（特に外部化）の概念を中心に分析を行う。
外部化のメリットは 1）市場競争原理をうまく使うことができる、2）専門家の力を利
用することができる、3）企業の伸縮自在性を高めることができる、4）仕事をする人々の
意欲を高めることができる 2 である。この概念は番組制作など業務プロセスの多くを外部
化している民放テレビ局のビジネスシステムを考える際に有効であると考える。

1		 加護野・井上（2004）p. 47 を参照。
2		 加護野・井上（2004）p. 100 を参照。
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民放テレビ局のビジネスシステム分析

本章ではビジネスシステムのフレームワークによる民放テレビ局の分析を行いたい。は
じめに事業コンセプトを述べ、次にビジネスシステムの特徴を述べていく。

1. 民放テレビ局の事業コンセプト
ここでは 1970 年前半に確立され、近年まで競争優位を持っていた民放テレビ局の事業
コンセプトについて述べていく。
〈
「誰に」
（顧客への価値）
〉
すでに述べたが、テレビ局には視聴者と広告主の二者の顧客が存在する。テレビ局は視
聴者に対して番組を放送し、その合間に広告主の CM を流すことによって、その企業の
商品の購買を誘発させることで広告費を得ている。その意味で顧客の両者は互いに深い関
係を持つ。以下、顧客毎に事業コンセプトを整理しておきたい。
A. 視聴者…テレビ局は基本的にはすべての視聴者に対して番組サービスを提供してい
る。ただし、広告主のニーズから広告効果が高いとされる女性 20 〜 34 歳（F1）や男性
20 〜 34 歳（M1）が重視される傾向がある。その一方で 50 歳以上の視聴者が軽視される
場合が多い。
B. 広告主…さまざまな業種から構成される。電通の業種別区分によれば 21 業種の広告主
と取引を行っている。そして、民放テレビ局はその時々の営業状況を見ながら広告を受け
入れる企業の業種を拡大させてきた。
〈
「何を」
（競争相手への差別化）
〉
A. 視聴者…報道・娯楽・教養・教育の情報を家に居ながら手軽に得たいというニーズを
満足させるサービスを提供している。テレビ局の場合、テレビ番組という形態でサービス
が行われる。テレビ番組のジャンルを放送法による機能別に分類すると下記の通りとな
る。
（比率は 2007 年度）
・報道機能（番組全体の 19.9%）: ニュース番組、情報番組、スポーツ番組など
・娯楽機能（36.2%）: バラエティ番組、ドラマ、音楽番組など
・教養機能（25.2%）: ドキュメンタリー、伝統芸能番組など
・教育機能（12.4%）: 放送大学、教育番組、語学番組など
以上のようにさまざまなジャンルの番組を制作・放送する総合編成によるサービス提供
を無料で提供することで、民放テレビ局は多くの視聴者を獲得し、1975 年に新聞を抜い
て最大の広告媒体となった。
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B. 広告主…自社の商品（企業方針・メッセージ）をより多くの消費者にリーチさせ、販
売促進につなげたいというニーズを満足させるサービスである。そして、テレビ局と広告
主の間を取り持つのが電通をはじめとする広告代理店であり、テレビ局が広告代理店に委
託するという外部化を行っている。これによってテレビ局は営業コストを抑えることがで
きたのである。
〈
「いかに」
（自社の技術・資源）
〉
電波を使って同時に全国（エリア）に番組（CM）を放送することにより満たしてい
る。テレビ開局当時、日本の放送法制が置局単位を関東・関西・中京の三地域にはブロッ
ク単位の広域エリア、その他は原則として県単位にし、二局以上の支配の禁止を定めたこ
とにより、このままではエリア内での放送しかできないという問題が発生した。このこ
とから必然的にネットワークの必要性が生じた。そして、全国放送を実現するため、在京
キー局を中心にエリア（地域）別免許制を補う放送局型系列による全国サービス網が整備
されていった。
（放送局型系列は放送事業者によって自主的に構築されたものであり、制
度上規定されたものではない）現在の民放テレビ局とネットワークは、5 つの系列（JNN
（28 局）
、NNN（30 局）
、FNN（28 局）、ANN（26 局）、TXN（6 局））と独立 U 局（13
局）の計 127 局となっている。
以上がテレビ局の事業コンセプトである。このコンセプトにより、動画コンテンツを同
時に全国に無料で配信することが可能となり、多くの視聴者を獲得し、最大の広告媒体と
なることができた。そして、広告主の売上に貢献することで、多額の広告費を獲得するこ
とにより、売上を伸ばしていったのである。

2. 外部化のビジネスシステム
放送局のビジネスシステムは図 1 のように売り手（番組製作・技術会社、芸能プロダク
ション）と買い手（広告代理店、広告主）を含んだもので、その業務の多くを外部化して
いるのが特徴である。

(

（筆者作成）

図1

外部化のビジネスシステム
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つまり、民放テレビ局は広告主から広告代理店ルートで制作費を徴収し、芸能プロダク
ション、番組製作・技術会社からヒト（出演者・作家・制作者）、モノ（設備）、ノウハウ
（企画・制作・ブッキング・技術ノウハウ）を集めて番組制作を行い、電波による系列局
を通じた流通網で、視聴者に番組と CM を届けるというサプライチェーンを構築した。
これは外部化によってテレビ局の番組資源（ヒト・モノ・カネ・ノウハウ）を極力利用す
ることなく番組を制作し、利益を生み出すビジネスシステムであるということができる。
〈番組製作・技術会社への外部化〉
このシステムの中で特に述べておきたいのは番組製作・技術会社への外部化である。こ
の外部化が行われた経緯は 1970 年頃まで遡る。当時、放送界では「放送限界産業論」と
いう放送は 24 時間販売してしまえば、それ以上伸びない産業であるという主張が大きな
テーマとしてあった。さらに年々高騰する制作費や人件費、番組枠の増加により、テレビ
局がすべての要請に応える体制を維持するコスト負担が大きくなっていたという状況にあ
り、それを解決する方策として、番組外注化の方針が打ち出され、テレビ局主導による番
組製作・技術会社の設立が推進されたのである。
以上のような外部化により、表 4 のように民放テレビ局は従業員数を削減することに成
功する。平均従業員数のピークは 1967 年の 401 人、ラジオ・テレビ兼営局の総数は 1981
年（12704 人）に、民放テレビ局の総従業員数も 1993 年（28276 人）にピークを迎え、そ
れ以降は減少している。このことが表 5 のように民放テレビ局（ラジオ・テレビ兼営局、
テレビ単営局とも）の一人当たりの営業収入を 2000 年頃まで増加させることに寄与した
と考えられる。
しかし、以上のような外部化を図りながらも、テレビ局は一定数の「局制作」番組を残
し、コアの制作能力を維持し続けた。それにより、番組製作会社との契約を有利にしたと
考えられる。
筆者は以上述べてきたようなテレビ局のビジネスシステムの恩恵を最もうけているのは
名古屋局ではないかと考える。東京・大阪・名古屋の三地区の中で自社制作比率がどの系
列の局も低い名古屋局の 2008 年 3 月決算の営業利益率と経常利益率はいずれの系列も高
いことが分った。その理由として在京キー局や在阪準キー局からネット番組を受け、自社
では制作費がかかるネットワーク番組の制作を最小限にすることで、制作費用を削減し、
今や全国 2 位とも言われることもある経済力を持つエリアとして多額のスポット収入を得
るなどにより、高利益率となっているのではないかと考えられる。
以上、現行のテレビ局のビジネスシステムは番組制作をせずに系列から供給される番組
をネットすることが、最も利益率を上げることができるシステムであることが明らかと
なった。現行のシステムは新規事業などのリスクが生じる経営をしない他力本願な局が儲
かるシステムであり、今までテレビ業界が新規事業開発などに対して積極的な意思決定を
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表5

民放テレビ局の一人当たり収益推移

しなかったのもこの理由によるものではないかと考えられる。つまり、民放テレビ局は本
当の意味での「経営」をほとんど行ってこなかったのである。
しかし、このシステムが上手く機能する条件として、「系列による番組提供体制が維持
される」
「キー局が視聴者に支持される番組を提供し、十分な電波料配分が支払われる」
ことが大前提となる。仮に「キー局が他のメディアに番組を提供する」「キー局が視聴率
を取れる番組を制作できず、電波料配分も減少する」という現象が起こった場合、この優
位性は一気に消滅し、逆に自由に自社で番組を制作・編成して営業できない分だけ足枷と
なるという脆いシステムでもあるとも言える。そして、近年いくつかのビジネスシステム
の問題点が表面化してきている。
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3. 民放テレビ局のビジネスシステムの問題点
すでに述べてきたようにネットなどの台頭により、テレビ局の業績に陰りが見え始めて
きている。筆者はその原因を外部の環境変化に対応して従来のビジネスシステムを変革し
なければならないにも関わらず、テレビ局がそのシステムを変えることをせず（できず）、
視聴者や広告主からの支持を失ってきているからではないかと考える。以下、「チャネル
としての放送の優位性の低下」
「番組の質の低下による民放離れ」「外部化によるビジネス
システムの限界」の観点から論じていく。
（1） チャネルとしての放送の優位性の低下
近年までは無料で面白い番組が家庭で手軽に手に入るというサービスは民放テレビ局の
強みであった。しかし、現在ではネット経由で無料の動画コンテンツが流れてくるように
なり、多様なサービスに加え、オンデマンドでユーザーの好きな時にコンテンツが提供さ
れるようになった。タイムテーブルに従ってでしかサービスを提供できないという柔軟性
を欠くテレビ局のサービスとは対照的である。さらに、2008 年から BBC などの海外のテ
レビ局や NHK によるネットや NGN を使った番組ネット有料配信サービスが相次いで開
始されている。しかし、多くの民放テレビ局は権利クリアやビジネスとしてのメドが立た
ないため、ネット経由の番組有料配信事業に踏み込めないでいる。
さらに、コスト面でもネットでの動画コンテンツ配信の方が、コストをかけずにしか
も、日本全国・全世界に配信できるため、動画コンテンツ配信市場への参入は地上波放送
の規制緩和を待たずして、通信の側で簡単にできるようになった。つまり、テレビの最大
の強みであった動画配信メディアとしての独占が崩れたのである。
一方で、テレビ局の側は多額のデジタル化設備投資によって新たな収入を得るモデルを
構築できないため、利益を生み出せず財務基盤を弱体化させている。今や電波チャネルは
高コストで、一定エリアしかカバーできない劣位の伝送路となってしまっていると言って
いい。さらに、公益企業としての義務（ユニバーサルサービス）のために数千世帯のエ
リアをカバーするだけの中継局をいくつも設置するという内部補助を行わなければならな
い。以上、述べてきたようにチャネルとしての放送の優位性の低下は日々進行しているの
である。
（2）番組の質の低下による民放テレビ局離れ
筆者のアンケート調査により、番組内容や放送局間の差別化について民放テレビ局に対
する不満が大きいことが分かった。
（表 6・7）これは視聴者のニーズを把握しないままプ
ロダクトアウトの番組を制作していることなどから視聴者との乖離が起こっているのでは
ないかと考えられる。
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表6

表7

その一つの表れとして、2008 年上期の関東地区のゴールデンタイム（19-22 時）で
NHK の視聴率が 13.6%と首位を獲得したことが挙げられる。その理由として、民放のド
ラマ・野球の低迷とクイズ番組に集中した安易な番組制作が挙げられている 3。
筆者のアンケート調査でも「つまらない番組が多いので改善して欲しい」
（30 歳女性）、
「事業領域を差別化したテレビ局があっても良い」
（59 歳男性）などの声があり、テレビ
局サイドの問題から視聴者の民放離れを進行させている面があることが分かった。
（3）外部化によるビジネスシステムの限界
動画配信がテレビの独占ではなくなってきたという競争優位性の低下により、ビジネス
システム内におけるテレビ局のプレゼンスも低下している。ここでは芸能プロダクション
と番組製作会社との関係の変化を述べる。
〈芸能プロダクションの前方垂直統合〉
これまで番組にタレントなどの出演者を提供してきた芸能プロダクションの動きも活発
化してきている。大手プロダクションである吉本興業、ホリプロ、アミューズなどが足並
みを揃えるかのようにコンテンツ制作などの前方垂直統合を行い、売り上げを拡大させ
ている。
（各社の 2008 年 3 月期の売上高は吉本興業が 501 億円、ホリプロが 215 億円、ア
ミューズが 237 億円）
その理由としてネットの発達により今まで芸能プロダクションが持てなかった映像配信
メディアを持つことが可能になったことなどが挙げられる。ネットなどによるチャネル数
3		 『週刊東洋経済』2009 年 1 月 31 日号 pp. 46-47 を参照。
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の増加により、今後タレントの供給場所は増加し、コンテンツホルダーとしての発言力は
ますます高まっていくことが予想される。テレビ局はこれら芸能プロダクションに対して
何らかの戦略を取らなければ、高額なギャランティーを請求され、さらにコンテンツに関
する権利を握られることにより、利益が出にくい構造になる可能性が高いと考える。
〈番組製作会社への外部化の限界〉
番組製作会社への外部化が限界にまできていることが「あるある」捏造事件の発覚によ
り明らかとなった。
「あるある」捏造事件とは関西テレビの「発掘 ! あるある大事典Ⅱ」
がデータ捏造問題の発覚により 2007 年 1 月に終了となった事件で、その後テレビ局の放
送倫理に関わる事件として大きな社会問題となった。
この事件の原因として放送局サイドに有利な契約条件や大手番組製作会社が受注した作
業が、他のプロダクションに「孫請け」
「曾孫請け」されるというテレビ局と外部プロダ
クションとの構造的な問題により、番組製作会社は OA スケジュールに追われる労働環
境となり、それが「あるある」捏造事件が生まれる素地となったとされている。
この事件の外部調査報告書によると、
「発掘 ! あるある大事典Ⅱ」の関西テレビ側のプ
ロデューサーは 2 名でしかも、複数番組の担当をしていたために完パケ方式で発注してい
た大手番組製作会社に対するチェックやコントロールが十分にできなかったとしている。
事件後、ATP（社団法人全日本テレビ番組製作社連盟）が会員社全社を対象に行った「あ
るある事件」に関する「緊急アンケート」にみる実態には「やらせ捏造の温床はどこにで
もあり、追い込まれると芽を出す」などの回答があり、この事件が特定の番組で起こった
事件ではないことが分かる。以上のように番組製作会社への過度な外部化はテレビ局の制
作ノウハウの蓄積ができないばかりか番組内容の低下や捏造が発生するというリスクを伴
うところまで進行しており、その関係を見直す時期にきているのではないかと考える。
以上、外部の環境変化、行き過ぎた外部化によるビジネスシステムの限界に対して、民
放テレビ局はビジネスシステムを変えられないままでいる。それによって、顧客である視
聴者や広告主からの支持を失ってきており、ビジネスシステム内での発言力も低下してき
ている。このままでは儲からないビジネスシステムになってしまう可能性が高く、従来の
ビジネスシステムを変革する必要性があると結論付ける。

Ⅳ

考察（民放テレビ局の今後のビジネスシステム再構築案と戦略案の一考察）

この章ではこれまで論じてきたことを踏まえて、筆者による民放テレビ局の今後のビジ
ネスシステム再構築案と戦略案の考察を行う。
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1. 新たなビジネスシステムの事業コンセプト
〈
「誰に」
（顧客への価値）
〉
従来の視聴者と広告主に変わりはない。しかし、それに加えて、視聴者に対しては従来
の F1、M1 の若年層だけでなく、オールターゲットを目指しながら、従来のエリア視聴
者の他にも非放送チャネルの顧客である日本全国・全世界の「ユーザー」4 に対してもサー
ビスを行う。ネットなどの非放送チャネルの発達により、顧客層が広がったのはテレビ局
についても同じであり、今まで脅威となっていた多チャンネル化を逆に有効活用すること
で市場拡大を行うのである。このことは地方局においても例外ではなく、地元の情報やコ
ンテンツを日本全国、世界に発信できるビジネスチャンスと捉えることもできるのである。
〈
「何を」
（競争相手への差別化）
〉
A. 視聴者…自局のケイパビリティ（報道・情報・ドラマ・バラエティ等）を見極め強化
しながら、他局と差別化したコンテンツを制作、さらにその局のケイパビリティを活用し
た総合編成による番組ラインアップを編成しながらも、それぞれのサービスについてター
ゲットを絞り込んだ差別化したサービスを行い、視聴者満足を得る。具体案として、テレ
ビの特性を生かした「速報性」を生かした報道番組、気楽に見られる「娯楽・慰安」の機
能を持つ番組、視聴者同士が一体化できる番組、インターネットで検索されることを前提
とした番組の制作などが考えられる。以上述べてきたことを実現させるには自社制作能力
を高める必要がある。
B. ユーザー…自社の制作番組の中からエリア外でも通用するものを厳選し、再編集・コ
ピーすることで様々なメディアに流通させるコンテンツに変換し、他メディアに対するコ
ンテンツ供給源となる一方で、自らも動画配信サービスを行う。サービス内容については
広告主が付くか否かで有料サービスと無料サービスを設定する方法もある。
C. 広告主…基本的には今までの自社の商品（企業方針・メッセージ）をより多くの消費
者にリーチさせたいというニーズを満足させられるよう広告媒体としての価値を維持する
こと、つまり、現在の視聴率を維持し続けることが最も要求されることであろう。さらに
地上波デジタル放送の双方向サービスやネットと連動したサービスを行うことで、今まで
の流しっぱなしと非難されてきたサービスに加え、より広告効果を測定できるような付加
価値を付けたサービス提供を真剣に検討し開発する必要があるであろう。特にテレビをあ
まり見ない人で広告主のターゲットとなるユーザーに対しては、ワンセグや自社 HP など
別のチャネルから無料動画サービスを提供し広告を見せる仕組みを作ることで、広告媒体
としての価値を維持する必要があるのではないかと考える。
4		 放送エリアの「視聴者」と区別するために、「ユーザー」とする。
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〈
「いかに」
（自社の技術・資源）
〉
従来の放送チャネルを使ったサービスとワンセグサービスは継続する。さらに非放送
チャネルでは欧米のメディア・コングロマリットが行っている「ウインドウ戦略」を積極
的に採用していくべきであろう。ウインドウ戦略とは一つのコンテンツを地上波テレビ、
映画、DVD、ペイ・テレビ、シンジケーション（コンテンツの二次流通市場）
、ネット、
出版に一定程度の間隔をおいて流し、収益を増やす戦略である。この戦略ではコンテンツ
制作前に供給するチャネル（メディア）を含めたコンテンツ戦略を策定してから制作を行
う。そして、この戦略を実現するためには、コンテンツホルダーとして権利を確保するこ
とや、さまざまなチャネル業者との提携を行う必要がある。

2. 自社の制作能力を高めるメリットとデメリット
自社の制作能力を高めることのメリットとして「自社制作能力の蓄積による模倣困難性
の向上」
「コンテンツの権利獲得によりネット配信が可能となる」「制作したコンテンツは
他のメディアへの転用が容易で低コストで行える」「（キー局以外は）キー局から番組ネッ
トが打ち切られた時のリスクヘッジ」
「番組購入時の売り手との交渉力の増加」
「ステー
ションイメージのアップ」などが考えられビジネスチャンスが増大する。
その一方で、デメリットは「制作スタッフ（従業員）の増員の必要性」
「制作設備（ハー
ド面）の強化のための投資」
「コンテンツを販売する際のリスク」「体制移行時における制
作ノウハウの不足や出演者ブッキング能力の不足による番組の質の低下」
「ステーション
イメージのダウン」などが考えられ、制作費のコスト増によって利益率が低下し、最悪の
場合、経営基盤の弱体化が起こる可能性もある。
しかし、これまで述べてきた通り、現在の民放テレビ局を取り巻く環境はビジネスシス
テムを変えるリスクよりも変えないリスクの方が高まってきている。そのような環境の中
で利益を上げるには苦しくても自社で番組・コンテンツを制作し、それをさまざまなチャ
ネルに流通させるウインドウ戦略を行っていかなければならないと考える。それと同時
に、制作コスト増となっても利益を出せるコンテンツ制作のビジネスシステムを構築する
必要があるであろう。そのためには今までと違う発想（内容・低コスト）での番組制作体
制を早急に構築する必要があると考える。

Ⅴ

まとめと今後の課題

本研究により、従来の民放テレビ局のビジネスシステムは外部環境の変化に対応できず
限界にきていること、その限界が番組の質の低下につながっており、そのことも顧客（視

日本における民放テレビ局のビジネスシステム研究

73

番組・コン
テンツ制作

IPTV

TV

CATV

（筆者作成）

図2

今後のビジネスシステム再構築案のまとめ

聴者、広告主）の民放離れを進行させている一因となっていることが明らかになった。そ
して、その対処策として制作能力のケイパビリティをテコとするビジネスシステム再構築
案と、それを実現する戦略案の考察を行った。本論文の考察をまとめたものが図 2 であ
る。
民放テレビ局は従来のビジネスシステムに固執していては縮小再生産に陥る可能性が高
い。生き残るためには今までのパラダイムを捨て、環境に適応したビジネスシステムに変
革していく以外にないのではないか。そのためには早急に大胆で戦略的な「経営」を行う
必要があると考える。
（論文作成後に電通から 2008 年のテレビ広告費は 1 兆 9092 億円と
いう発表がなされ、4 年連続の減少となった）
本研究でやり残したことで今後の課題としたいテーマは新ビジネスシステムを実現させ
る戦略オプションについての詳細な考察と民放テレビ局の多角化の研究である。さらに今
回やり残したことはアンケート調査の詳細な分析である。このアンケート調査分析を柱に
した具体的な事業戦略案の策定の研究も行いたいと考えている。
最後に、この研究を進めながら大きな懸念を抱くようになった。それは本論文中でも述
べたが、現在急激に進行しているテレビ業界の失速である。そのスピードがあまりにも速
すぎれば、現状を維持するだけでも精一杯となり、徐々に体力を失い、最後には破綻する
民放テレビ局が出てこないとはいえない状況となってきている。この研究を行うことで変
革を行うことを許された時間はあまりに少ないと感じるようになった。この論文がその際
の一助となれば幸いである。


以

上
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