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Press Release 

報道関係者各位 

2022 年 1 月 14 日 

＜2021年 定額制動画配信サービス 視聴ランキング総括＞ 

アニメ強し、年間 TOP10 を独占、 

各社のオリジナル・独占作品、ラインナップ戦略に特色 
～ GEM ランキングクラブ ～ 

 

エンタテイメント業界に向けたデータ×デジタルマーケティングサービスを提供する GEM Partners

株式会社（ジェムパートナーズ、所在地：東京都港区、代表取締役：梅津文）は 1 月 14 日（金）、

エンタメコンテンツランキングやデータ情報を発信する「GEM ランキングクラブ」プロジェクトにて

作成した「定額制動画配信サービス 視聴者数 pt 2021 年総括」を発表いたします。 

 

■ 2021 年ランキング 1位は『鬼滅の刃』、11 位までをアニメが占める 

 

視聴者数 pt：記載の実査日において過

去 1 週間以内にそのコンテンツを見た人の

多さを示す 

本ランキングは 19 の定額制動画配信サー

ビス（ABEMA プレミアム、Amazon プライ

ム・ビデオ、Apple TV+、dTV、d アニメス

トア、FOD、Hulu、J:COM オンデマンド、

Netflix、Paravi、Rakuten TV、

SPOOX、TELASA、TSUTAYA TV、U-

NEXT、アニメ放題、ディズニープラス、バンダ

イチャンネル、ひかり TV ビデオサービス）の

視聴者数 pt を横断して集計しています。 
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2021 年の年間総合ランキング 1 位はアニメ『鬼滅の刃』が獲得しました。2021 年上半期の総合ラン

キングでは『呪術廻戦』が 1 位に入りましたが、年間では『鬼滅の刃』が上回りました。『鬼滅の

刃』は、上半期でも常に上位にランクインしていたほか、テレビアニメ版「無限列車編」の放送・配

信が始まった 10 月以降、さらに視聴者数 pt を稼ぎました。『鬼滅の刃』に続いてランクインしたの

は、2 位『呪術廻戦』、3 位『東京リベンジャーズ』。どちらも 2021 年に劇場版が公開されて話題

度が高まったコンテンツで、定額制動画配信サービスでも多く視聴されました。 

 

アニメ以外で最も順位が高かったのは、12 位に入った日本のドラマ『孤独のグルメ』です。日本ドラ

マで唯一の TOP30 入りとなりました。 

 

バラエティでは、Amazon プライム・ビデオで独占配信されている Amazon オリジナルの

『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』が 13 位と最も上位にランクインしまし

た。同じく Amazon オリジナルでは、下半期に配信が始まった『バチェラー・ジャパン』も 28 位に

入っています。TOP30 ではそのほか『相席食堂』が 17 位にランクインしました。 

 

海外ドラマからは米ドラマシリーズの 2 作品、『ウォーキング・デッド』（15 位）、『NCIS～ネイ

ビー犯罪捜査班』（23 位）に加え、Netflix オリジナルの韓国ドラマ 2 作品、『イカゲーム』（16

位）、根強い人気を誇る『愛の不時着』（20 位）が TOP30 にランクインしました。 

 

■ それぞれの特色を反映したサービス別ランキング 
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2021 年の調査結果を集計し、サービス別に視聴者数 pt ランキングを作成しました。サービス名は合

計視聴者数 pt が多い順に左から並べています。上半期同様（※1）、合計視聴者数 pt の多いサービス

ほど、人気の日本アニメシリーズが上位に入っています。d アニメストアのようなアニメに特化して

いない、Amazon プライム・ビデオ、U-NEXT、dTV といったサービスでも、TOP10 におけるアニ

メの存在感が大きいことが分かります。 

※1 参考記事：「2021 年上半期総括：コロナ禍で成長の定額制動画配信、各サービスのコンテンツ戦略とは？ キーワード

は＜人気アニメ＞＜独占配信とオリジナル＞～サービス別視聴者数 pt ランキング編～」 

 

一方、各サービスは、オリジナル作品や独占配信作品にも力を入れて差別化を図っていることがうか

がえます。Netflix は『イカゲーム』をはじめとした韓国ドラマやオリジナルドラマシリーズの『全裸

監督』などがランクイン。Hulu や Paravi、FOD プレミアムは自社放送作品が入っています。また、

ディズニープラスは『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』といったヒット映画シリーズに加え

て、『ロキ』などのマーベル、『マンダロリアン』などのスター・ウォーズのドラマ作品が上位にラ

ンクインするなど、自社コンテンツで訴求をしています。 

 

 

■ ランキング上位の視聴傾向からみるサービス特色 

 

上記のとおり、各サービスは幅広く提供されている人気作に加え、それぞれのオリジナル作品や独占

配信作品を提供し差別化を図っています。その一方で、各サービスにはランキング上位の作品以外に

も、見切れないぐらい多数の作品があります（※2）。 

※2 参考記事：「コンテンツをすべて見切るには何年かかる？ 「再生時間」からみる定額制動画配信サービス＜VOD ライ

ンナップ分析ツール＞」 

 

“強い人気作でユーザーを惹きつける”、あるいは“コンテンツ数の多さで満足度を高める”、どちらも

重要な要素です。では、それぞれのサービスにおけるコンテンツの視聴者は、視聴者数 pt 上位の人気

作にどの程度集中しているのでしょうか。あるいは、視聴者が見ている作品はどの程度ばらついてい

るのでしょうか。 

 

そこで、2021 年の年間データを合算し、各サービスの上位作品の視聴者数 pt が、合計視聴者数 pt

に占める割合を算出して視聴傾向を整理しました。 

https://gem-standard.com/columns/428
https://gem-standard.com/columns/428
https://gem-standard.com/columns/488
https://gem-standard.com/columns/488
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合計視聴者数 pt 上位の、Amazon プライム・ビデオ、Netflix、Hulu は分布がよく似ています。これ

ら 3 サービスは、概ね 30 位までで合計視聴者数 pt の 30％を占めています。 

 

一方、コンテンツ数がほかのサービスよりも圧倒的に多い U-NEXT の場合（※3）、上位 30 位まで

の視聴者数 pt は 21％です。上位作品が全体視聴者数 pt の合計に占める割合が低く、コンテンツ数の

多さに裏打ちされた「より多くの作品が視聴されている」状況となっています。 

※3 参考記事：「＜定額制動画配信サービス調査＞作品数のイメージと実際の数に大きな差」 

 

反対に上位作品の集中度が高いのは、ディズニープラス、d アニメストア、Paravi、ABEMA プレミア

ムなど。上位 30 位までの視聴者数 pt の合計が全体に占める割合が 40～50％まで高くなっていま

す。特定のジャンルやフランチャイズ／シリーズの強さがうかがえます。 

 

＊ 

 

このように、各サービスとも利用者を増やし、視聴されているなかで、コンテンツやラインナップで

特色を打ち出しています。定額制動画配信サービスの市場は成長が継続していますが（※4）、2022

年以降は、一人当たりの利用サービス数を増やすことが市場の成長を促す局面に入ってくるでしょ

う。各事業者としては、ほかのサービスに加えて、自社サービスを使ってもらう訴求をすることにな

りますが、こうした各社の特色の打ち出しがますます重要になると考えます。 

※4 参考記事：「＜2021 年 映像コンテンツ利用実態分析＞動画配信サービスの躍進続く 有料定額制・無料の利用率はそ

れぞれ前年比+4.8pt、+3.4pt を記録、一人当たり定額制サービス利用数は 1.7 個で前年と変わらず」 

https://gem-standard.com/columns/406
https://gem-standard.com/columns/495
https://gem-standard.com/columns/495
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過去のランキングデータ、男女別、年代別などの詳細は「GEMランキングクラブ」で公開中  

https://gemranking.club/w_ranking/ 

 

「GEM ランキングクラブ」は、週次の調査に基づき集計しています（詳細は「調査概要」参照）。定

額制動画配信サービス利用者全体の中で、どんなコンテンツが観られているのか、エンタメファンと

事業者の参考としていただくことを目的とし、成長著しい定額制動画配信サービスと映像エンタテイ

メント産業の更なる発展に資することを目指しています。 

 

■定額制動画配信サービス コンテンツ別 調査概要 

【調査方法】インターネットアンケート 【調査対象】日本在住の 15～69 歳の男女 

【回答者数】各回 約 7,000 人  

【数値重みづけ】総務省発表の人口統計を参考に回答者を性年代別に重みづけ 

【集計方法】視聴したコンテンツについては自由回答方式で聴取。これを GEM Partners 開発による

エンタメコンテンツ辞書を用いて名寄せ・集計を実施。コンテンツごとの視聴したシーズン数やエピ

ソード数等は区別せず、一部でも観たと回答した人を視聴者としてカウント。また、劇場／テレビ版

や海外／国内版も同一コンテンツとしてカウント（一部例外あり）。複数回観ても 1 カウントとして

いる。※名寄せ辞書のアップデートに伴い、過去に遡って値が修正されることがあります 

 

■会社概要 

会社名：GEM Partners 株式会社 設立：2008 年 3 月 17 日 

代表取締役：梅津 文 

事業内容：エンタテインメントビジネス領域で下記に関わる一切のこと 

マーケティング戦略の立案と実行モニタリング 

デジタルマーケティング実行 

メディアの企画・運営 

コーポレートサイト： https://www.gempartners.com/ 

GEM Standard：https://gem-standard.com/ 

GEM ランキングクラブ：https://gemranking.club/ 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

GEM Partners（ジェムパートナーズ）株式会社 

担当：河西（かさい） 

電話：03-6303-1346  メールアドレス：info@gempartners.com 

https://gemranking.club/w_ranking/
https://www.gempartners.com/
https://gem-standard.com/
https://gemranking.club/
mailto:info@gempartners.com

