実施してきました。2018 年 12 月に新 4K8K 衛星放送が始まり、開始前後では時系列で把握できる項目が限ら
れておりますが、主に新 4K8K 衛星放送開始後の放送視聴状況、視聴意向、4K(8K)テレビの普及状況、満足度
についてまとめておりますのでご紹介いたします。

１.【4K・8K ことばの認知状況】

（2019 年 3 月調査）
◆ 4K・8K 放送市場調査結果のまとめ
2017 年 7 月以降高止まりしています。また、「8K」ということばについて知っている(“気がする”を含む)人が今回調査

「4K」ということばの認知については、9 割近くの人が「4K」ということばを知っている(“気がする”を含む)と回答しており、

で 7 割を超え、世の中に徐々に浸透してきている状況が伺えます。

一般社団法人放送サービス高度化推進協
会（東京都港区：理事長 福田俊男、以下
A-PAB）は、4K・8K 放送サービスならび
にその関連事項について、一般の方々の認
知・理解度などを測る調査を 2016 年より
定点的に実施してきた。2018 年 12 月に
新 4K8K 衛星放送が始まり、開始前後では
時系列で把握できる項目が限られているが、
主に新 4K8K 衛星放送開始後の放送視聴
状況、視聴意向、4K(8K) テレビの普及状況、
満足度についてまとめが出たので紹介する。

２．【新 4K8K 衛星放送についての理解】
昨年 12 月から、新 4K8K 衛星放送が始まったことを知っていた人は、全体では 4 割弱となっており、認知を広げる
余地はまだあるといえます。また、新 4K8K 衛星放送を見るにはチューナー内蔵テレビ、もしくは 4K 対応テレビとチュー
ナーが必要であることを知っていた人も、全体の 4 割強となっており、引き続き理解浸透を図る必要があります。
２．【新 4K8K 衛星放送についての理解】

1.【4K・8K ことばの認知状況】
「4K」ということばの認知については、
9 割近くの人が「4K」ということばを知っ
ている“気がする”
(
を含む ) と回答しており、
2017 年 7 月以降高止まりしている。また、

昨年 12 月から、新 4K8K 衛星放送が始まったことを知っていた人は、全体では 4 割弱となっており、認知を広げる
余地はまだあるといえます。また、新 4K8K 衛星放送を見るにはチューナー内蔵テレビ、もしくは 4K 対応テレビとチュー
1.【4K・8K ことばの認知状況】
1
ナーが必要であることを知っていた人も、全体の 4 割強となっており、引き続き理解浸透を図る必要があります。
（前回）

「8K」
ということばについて知っている “気
(
がする”を含む ) 人が今回調査で 7 割を超
え、世の中に徐々に浸透してきている状況
が伺える。

（前回）

2．
【新 4K8K 衛星放送についての
理解】
昨年 12 月から、新 4K8K 衛星放送が
始まったことを知っていた人は、全体では
4 割弱となっており、認知を広げる余地は
まだあるといえる。また、新 4K8K 衛星

３．【新 4K8K 衛星放送の視聴状況】

（前回）

2018 年 12 月放送開始の新 4K8K 衛星放送を視聴した人は 5.3％と、視聴経験者はまだ少ない状況です。
視聴場所としては、電気店の店頭が最も多く 6 割を超え、次いで自宅の 4K もしくは 8K テレビが約 3 割と続きま
2．
【新 4K8K 衛星放送についての理解】
す。

放送を見るにはチューナー内蔵テレビ、も

３．【新 4K8K 衛星放送の視聴状況】

しくは 4K 対応テレビとチューナーが必要

【n＝新４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴経験者
263 人】
【Ｎ＝全体】
2018
年 12 月放送開始の新 4K8K 衛星放送を視聴した人は
5.3％と、視聴経験者はまだ少ない状況です。

であることを知っていた人も、全体の 4 割

視聴場所としては、電気店の店頭が最も多く 6 割を超え、次いで自宅の 4K もしくは 8K テレビが約 3 割と続きま

強となっており、引き続き理解浸透を図る

す。

必要がある。

3．
【新 4K8K 衛星放送の視聴状況】

【n＝新４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴経験者 263 人】

【Ｎ＝全体】

2018 年 12 月放送開始の新 4K8K 衛
星放送を視聴した人は 5.3％と、視聴経験
者はまだ少ない状況である。 視聴場所とし
ては、電気店の店頭が最も多く 6 割を超え、
次いで自宅の 4K もしくは 8K テレビが約
3 割と続く。

3．
【新 4K8K 衛星放送の視聴状況】
2
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４．【新 4K8K 衛星放送の満足度】
視聴した人の 8 割以上が放送に満足できると回答をしており、見た人の満足度は高いことが分かります。

【n＝新４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴経験者 263 人】
４．【新 4K8K 衛星放送の満足度】
視聴した人の 8 割以上が放送に満足できると回答をしており、見た人の満足度は高いことが分かります。

4．
【新 4K8K 衛星放送の満足度】
視聴した人の 8 割以上が放送に満足でき

【n＝新４Ｋ８Ｋ衛星放送視聴経験者 263 人】

ると回答をしており、見た人の満足度は高
いことが分かる。

5．
【4K（8K）テレビの普及状況】
4K(8K) テレビ所有者は 全体の 7.8％、
欲しい人は 35.7％で、テレビ所有者と「欲
しい人」を合わせると 4 割を超える。
新 4K8K 衛星放送への関与が高いほう
が 4K(8K) テレビを欲しい人の割合が高く、
新 4K8K 衛星放送を実際に視聴したことが
ある人たちでは、7 割近くの人が 4K(8K)
テレビが欲しいという回答結果が出ている。

6．
【4K（8K）テレビの購入予定】
4K（8K）テレビ非所有者のうち、いず
れ購入予定と回答した人は約 3 割で、7 割
の方は購入予定がないと回答している。購
入予定がない理由としては、テレビにお金

５．【4K（8K）テレビの普及状況】

4K(8K)テレビ所有者は 全体の 7.8％、欲しい人は 35.7％で、テレビ所有者と「欲しい人」を合わせると 4 割を超
えます。
新 4K8K 衛星放送への関与が高いほうが 4K(8K)テレビを欲しい人の割合が高く、新 4K8K 衛星放送を実際に視聴

【新 4K8K 衛星放送の満足度】
したことがある人たちでは、7 割近くの人が4．
4K(8K)テレビが欲しいという回答結果が出ています。
５．【4K（8K）テレビの普及状況】

4K(8K)テレビ所有者は 全体の 7.8％、欲しい人は 35.7％で、テレビ所有者と「欲しい人」を合わせると 4 割を超
【Ｎ＝全体】
えます。

【n＝４Ｋ（８Ｋ）テレビ非所有者】

新 4K8K 衛星放送への関与が高いほうが 4K(8K)テレビを欲しい人の割合が高く、新 4K8K 衛星放送を実際に視聴
したことがある人たちでは、7 割近くの人が 4K(8K)テレビが欲しいという回答結果が出ています。
凡例

を使いたくないということや、価格が高い
ということが上位にあがっている。

各チャンネルの番組編成
● NHK BS4K BS8K
BS4K と BS8K 共通のイチオシ番組を
週末に放送。東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けたスポーツ中継。4K なら

【Ｎ＝全体】

【n＝４Ｋ（８Ｋ）テレビ非所有者】

凡例

６．【4K（8K）テレビの購入予定】
4K（8K）テレビ非所有者のうち、いずれ購入予定と回答した人は約 3 割で、7 割の方は購入予定がないと回答し
5．
【4K（8K）テレビの普及状況】
ています。購入予定がない理由としては、テレビにお金を使いたくないということや、価格が高いということが上位にあがっ
3
ています．

ではの特集や映画、8K の世界最高品質番
組を放送。

【Ｎ＝４Ｋ（８Ｋ）テレビ 非購入予定者 3223 人】

【Ｎ＝４Ｋ（８Ｋ）テレビ非所有者 4608 人】

● BS 日テレ 4K
9 月 1 日に 4K 放送を開始。9 月 20

3

日から日本で開催の「ラグビーワールド
カップ 2019」を地上波とともに 4K で
放送。プロ野球、美術、動物など多彩な
4K 番組を放送予定。
● BS 朝日 4K
正月三が日で 4K 番組 30 時間放送。2
月以降、大型時代劇やプロレス、マジッ
ク等多彩なジャンルの 4K 特番を放送。4
月から毎週水曜音楽番組「人生、
歌がある」
を 4K 放送。

【4K（8K）テレビの購入予定】
７．【4K（8K）テレビの所有状況】6．

4K チューナー内蔵テレビの所有者は 3.1%、4K 対応テレビの所有者は 4.4％となっています。
4K(8K)対応テレビ所有者のうち、既にチューナー設置済みの人は 1 割強に留まっており、いずれかの方法でこれから
対応する予定の人は、設置済みの人を含めて約 6 割と、チューナー導入促進に向けて取り組んでいく必要があること
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が伺えます。

７．【
4K （8K ）テレビの所有状況】
4K チューナー
内蔵テレビの
所有者は3.1 % 、4K 対応テレビの
所有者は4.4 ％となっています
。
4K(8K) 対応テレビ
所有者のうち
、既にチューナー
設置済みの人は1 割強に留まっており
、いずれかの
方法でこれから
対応する予定の人は、
設置済みの人を含
めて約 6 割と、
チューナー
導入促進に向けて取り組んでいく
必要があること

7．
【4K（8K）テレビの所有状況】
4K チューナー内蔵テレビの所有者は
3.1%、4K 対応テレビの所有者は 4.4％と

が伺えます
。

【Ｎ＝
全体

複数選択可】

【Ｎ＝４Ｋ（８Ｋ）対応テレビ所有者
232 人】

なっている。
4K(8K) 対応テレビ所有者のうち、既に
チューナー設置済みの人は 1 割強に留まっ
ており、いずれかの方法でこれから対応す
る予定の人は、設置済みの人を含めて約 6
割と、チューナー導入促進に向けて取り組
んでいく必要があることが伺える。

8．
【4K（8K）テレビの満足度】
4K(8K) テレビ所有者のテレビへの満足
度は 9 割近くと満足している人が非常に多

８．【
4K （8K ）テレビの満足度
】
4K (8K) テレビ
所有者のテレビへの
満足度は9 割近くと
満足している
人が非常に多くなっていま
す。満足理由としては
「画質の
きれい
さ」を挙
げる人が最も多く
4 割を超え、「
新 4K8K 衛星放送の番組が魅力的」と回答
した
人も2 割弱
7．
【4K（8K）テレビの所有状況】
4
いました
。

くなっている。満足理由としては「画質の
きれいさ」を挙げる人が最も多く 4 割を超

【Ｎ＝４Ｋ（８Ｋ）テレビ所有者
392 人】

【Ｎ＝４Ｋ（８Ｋ）テレビ所有者
、満足 349 人】

え、
「新 4K8K 衛星放送の番組が魅力的」
と回答した人も 2 割弱となっている。

● BS-TBS 4K
1 月以降、紀行・音楽特番、皇室映画の
4K リマスター、
「酒場放浪記」の吉田類
さんによる「フランス大紀行」を放送。5
月の連休では再び「4K コンテンツ一挙放
送」の予定。
● BS テレ東 4K
紀行、美術、バラエティー、ライブの歌
番組など多岐にわたって 4K で放送。
1月クールは毎日 4Kドラマを、月～金で
経済ニュースを 3番組放送。
4 月は時代劇やじきたを 4K放送。
● BS フジ 4K
1 月に『Earth Walker 9』など 10 の
4K 特番を一挙放送。4 月より毎週日曜
21 時から映画やドキュメタリーの『BS
フジ 4K シアター』やオリジナル 4K ド
ラマがスタート。
●ザ・シネマ 4K
洋画の名作・人気作・特集企画だけでな
く、名画に欠かせないクラシック音楽や
エンタメも織り交ぜ、4K で放送中。5 月
には「ロッキー」全 6 作など充実の 4K
ラインナップ。

8．
【4K（8K）テレビの満足度】

【調査概要】
◆調査手法

WEB 調査

◆調査対象エリア

全国 47 都道府県

●ショップチャンネル 4K

4 月のショップチャンネル 4K は、新年

【調査概要】
◆調査手法 WEB 調査

◆調査対象者
上記エリアに居住する男女
20 歳～69
歳
調査対象エリア
度の開始とともにイベントや外出も多い

全国 47 都道府県

サンプル数 計 5,000 サンプル（2017
シーズンに合わせ、新生活を彩る春にふ
◆サンプル数
計 5, 000 サンプル（
2017 年 7 月調査は6,000 サンプル）
年 7 月調査は 6,000 サンプル）
さわしい必須アイテムを美しい映像で放
送予定。

◆調査期間

● 4K QVC

※住民基本台帳の性年代構成に基づいて割付
※住民基本台帳の性年代構成に基づいて割付

2016 年 9 月調査 ：2016/9/17( 土) ～ 9/19( 月)

調査期間

2017 年 7 月調査 ：2017/7/29( 土) ～ 7/30( 日)

2016
9 月調査：2016/9/17（土）～
2 月調査 ：2018/2/3(
土) ～年2/4(
日)
365 日 24 時間ピュア2018
4K 年で、QVC
な
9/19（月）
2018 年 9 月調査 ：2018/9/29(
土) ～ 9/30( 日)
らではのショッピング体験を提供中。
2017
月調査：2017/7/29（土）～
土) 年
～7
11/11(
日)
2018 年 11 月調査 ：2018/11/10(
4 月は、QVC18 周年2019
3Days
特別企画
年 3 月調査
：2019/3/2(7/30（月）
土) ～ 3/3( 日)
をピュア 4K で放送予定。
2018 年 2 月 調 査：2018/2/3（ 土 ） ～
2/4（日）
●スカパーの 4K
≪本件に関するお問合せ≫
2018 年 9 月調査：2018/9/29（土）～
J スポーツが 9 月 20 からのラグビー
- ＰＡＢ）
一般社団法人 放送サービス高度化推進協会（Ａ
9/30（日）
ワールドカップの全試合を 4K で生中継。 周知広報部 佐藤、重森 TEL 03 （5785 ）3713
2018 年 11 月調査：2018/11/10（土）
ス カ チ ャ ン 2 で は「F1 グ ラ ン プ リ
～ 11/11（日）
5
2019」の全てのレースを 4K で生中継
2019 年 3 月 調 査：2019/3/2（ 日 ） ～
3/3（月）
実施中。
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