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『PODCAST REPORT IN JAPAN ポッドキャスト

国内利用実態調査2021』は、日本国内におけるポ

ッドキャストの利用状況とポッドキャストユーザー

への理解を深めるために、2021年12月に株式会社

オトナルと株式会社朝日新聞社が共同で行いました。

本調査は、日本国内20歳から69歳の10,000人と、

その中から人口構成比で抽出したポッドキャストを

日常的に聴くユーザー600人への調査結果をまとめ

たものです。

本レポートを通じて、日本国内におけるポッドキャ

スト利用者への理解が深まり、日本の音声コンテン

ツのさらなる発展の一助となれば幸いです。

ABOUT
本調査について



朝日新聞ポッドキャストとは

3

朝日新聞社の音声報道番組のブランド。事件、政治、経済、あらゆる分野でこれまでの
ニュースの枠を超えて、ファクトに迫ります。世界中を飛び回る記者たちの分厚い取材
ノートから、とっておきの話題を、音声でしか伝えられない熱量や臨場感と共に伝えます。

コンテンツリーチ番組

現在、9番組を配信中。

基幹番組「ニュースの現場から」は、

Apple Podcast「2020年を代表する番

組」に選出。また、「JAPAN PODCAST 

AWARDS 2020」の大賞にノミネートし

ました。

20年8月に配信を開始し、現在は月200万DLを超える。

1. 若く、情報感度が高い人が聴いている、成長中のメディア

2. 長い聴取時間と再生維持率で、文脈を読み取ってもらえる

…毎回20-40分のエピソードでも、再生維持率は約80%

3. 音声のナラティブコミュニケーション

…ファクトを元にした、生々しい裏話、議論、逡巡。過去の新聞社には

なかった語り口でリスナーに届け、リスナーと認識を共有しています。

特長

月間DL 2,041,490 DL

1UUの月間視聴時間 3時間56分
＊「ニュースの現場から」実績

月間UU 265,838 UU

1話の3/4再生率 78~91％

＊ 9番組合計 2021年12月30日～2022年1月28日調べ

69.6％が国内大都市圏での聴取
東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫・福岡

11.2％が海外での聴取
台湾・アメリカ・韓国・中国・英国・ドイツなど
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Survey Overview 調査概要

調査地域 全国

調査手法 インターネット調査

本調査対象者
20歳～69歳の男女
普段、ポッドキャストを月1回以上の頻度で聴いている人

本調査
対象者数

ポッドキャストユーザーの出現率と人口構成比に準じてウェイトバック集計を実施した
600ss

実施期間 2021年12月3日（金）～12月4日（土）

企画設計 株式会社オトナル、株式会社朝日新聞社

調査機関 楽天インサイト株式会社

・スクリーニング調査：10,000人
・本調査：普段、ポッドキャストを月1回以上の頻度で聴いている人600人
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調査仕様
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01.
朝日新聞ポッドキャストユーザーの
属性と特徴

朝日新聞ポッドキャストユーザーの割合、属性、興味関心



朝日新聞ポッドキャストユーザーは、全ポッドキャストユーザーの1/3。
70%が、週1回以上ポッドキャストを聴いている。

全ポッドキャストユーザー内の朝日ポッド率（n=600）

7

毎日~月1回 ほとんど聴かない 聴かない
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朝日新聞ポッドキャストユーザーの比率と利用頻度

ポッドキャストを聴く頻度 （n=206）

朝日新聞ポッドキャストユーザーは
全ポッドキャストユーザーの

34.3％

ほぼ毎日 週1・2回週3~4回 月1回月数回

週1回以上ポッドキャストを聴いている
朝日新聞ポッドキャストユーザーは

70.0%

(%)
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年代
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朝日新聞ポッドキャストユーザーの
56.1%は20-30代

20代 30代 40代 50代 60代
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朝日新聞ポッドキャストユーザーの性別と年代

性別

朝日新聞ポッドキャストユーザーの56.1％は20-30代。20-40代は76%を占める。
ポッドキャストユーザー全般と比較しても、若い世代により訴求する。

朝日新聞ポッドキャストユーザーの
65.3%は男性

男性 女性ポッドキャストユーザー全般

一般（非ユーザー）

朝日新聞ポッドキャストユーザー

▼朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）

▼ポッドキャストユーザー全般（n=1,442）

▼一般（非ユーザー）（n=8,558）

▼朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）

▼ポッドキャストユーザー全般（n=1,442）

▼一般（非ユーザー）（n=8,558）
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朝日新聞ポッドキャストユーザーの職業

9

朝日新聞ポッドキャストユーザーは、非ユーザーと比較して、
経営層、管理職を含めた会社員、公務員が多い傾向が見られる。

職業

経営者／役員

会社員(管理職)

会社員(非管理職)

契約社員／派遣社員

医師・弁護士など資格業

パート／アルバイト

公務員

自営業／自由業

専業主婦／主夫

学生

無職

その他
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朝日新聞ポッドキャスト
ユーザー内に

企業における意思決定層は

21.4%

（n=1,442） （n=8,558）（n=206）
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朝日新聞ポッドキャストユーザーの年収など

年収と自由に使えるお金に関して、一般層（非ユーザー）と比較すると、
朝日新聞ポッドキャストユーザーは年収が高く、自由に使えるお金も多い。

年収 一ヶ月間に自由に使えるお金
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朝日新聞ポッドキャスト
ユーザーは

年収500万円以上のレンジで
非ユーザーを上回る

3万円～10万円が
朝日ポッド
ユーザーの

ボリュームゾーン

非ユーザーで
最も多いレンジ

非ユーザーは
300万円未満
が最も多い

ポッドキャスト
ユーザー全般

一般（非ユーザー）
朝日新聞ポッド
キャストユーザー

一般（非ユーザー）

(%)

ポッドキャスト
ユーザー全般

朝日新聞ポッド
キャストユーザー
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(%)

（n=1,442） （n=8,558）（n=206） （n=1,442） （n=8,558）（n=206）
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朝日新聞ポッドキャストユーザーの情報感度

朝日新聞ポッドキャストユーザーは、情報感度に関する全設問で
非ユーザーよりもスコアが高く、特に新サービスや流行への感度が大きく上回る。

情報感度（複数回答可）
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ポッドキャストユーザー全般（n=1,442） 一般（非ユーザー）（n=8,558）朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）
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(%)

朝日新聞ポッドキャストユーザーは
非ユーザーより

+39.2（新サービス）
+39.3（流行）
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朝日新聞ポッドキャストユーザーの興味・関心

朝日新聞ポッドキャストユーザーは興味・関心事の幅が広く、多くの情報や商品・サービス
ジャンルに関心を持っている。非ユーザー層と比べると、特に金融、ガーデニング、教育、
環境・SDGs、アウトドア、デザイン、ビジネス、ボランティアなどが相対的に関心が高い。

興味・関心分野（複数回答可）
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(%)

ポッドキャストユーザー全般（n=1,442） 一般（非ユーザー）（n=8,558）朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）
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02.
朝日新聞ポッドキャストの聴き方

ポッドキャストを聴き始めた時期、きっかけ、聴く場面



ポッドキャストを聞き始めた時期と番組数

朝日新聞ポッドキャストユーザーの45.1%は、この1年以内にポッドキャストを聴き始めた。
また、ポッドキャストユーザー全般より、多くの番組を聞く習慣がある。

定期聴取している番組数ポッドキャストを聴き始めた時期
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4~3番組 1番組2番組10番組以上 5~9番組

▼朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）

▼ポッドキャストユーザー全般（n=600）

半年以上
1年未満

2年以上
4年未満

1年以上
2年未満

1ヶ月未満
1ヶ月以上
半年未満

▼朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）

▼ポッドキャストユーザー全般（n=600）

4年以上前

ポッドキャストを聴き始めて1年未満の
朝日新聞ポッドキャストユーザーは

45.1%

3番組以上聴いている
朝日新聞ポッドキャストユーザーは

54.9%
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ポッドキャストを聴き始めたきっかけ

ポッドキャストを聴き始めたきっかけ（複数回答可)

朝日新聞ポッドキャストユーザーは、ユーザー全般よりも「ブログ・SNSの口コミ」「友人・知
人・家族の口コミ」「ウェブメディアの紹介記事」「メディア自身の番組紹介」のスコアが高い。

15PODCAST REPORT IN JAPAN ポッドキャスト国内利用実態調査2021／2022年2月

(%)

ポッドキャストユーザー全般（n=600）朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）
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ポッドキャストの聴取場面

朝日新聞ポッドキャストユーザーの方が、聴取場面の数を多く回答。
より多様な時間で、ながら聴きをしていることが分かる。
「趣味の作業中」「身支度中」「就寝前」「車の運転中」が特にスコアがより高い。

ポッドキャストを聴くシチュエーション（複数回答可)
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ポッドキャストユーザー全般（n=600）朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）
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03.
朝日新聞ポッドキャストユーザーが
聴いているコンテンツ

ポッドキャストのジャンル、探し方、聴く目的



普段聴いているポッドキャストのジャンル（複数回答可)

ポッドキャスト番組のジャンル

朝日新聞ポッドキャストユーザーは、ユーザー全般と比べ、より多くのジャンルの番組
を聴いている。「アート」「教育」「ニュース」「社会／文化」「スポーツ」などは、
特にスコア差がある。
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ポッドキャストユーザー全般（n=600）朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）
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新しいポッドキャスト番組の探し方

朝日新聞ポッドキャストユーザーの半数以上は、ポッドキャストアプリで検索して
新しい番組を探している。ユーザー全般と比べ、ポッドキャストアプリのレコメンド
よりも、口コミやポッドキャスト配信者の告知に注目している。

19

新しいポッドキャスト番組の探し方or見つけ方（複数回答可)
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ポッドキャストユーザー全般（n=600）朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）



ポッドキャストを聴く目的

20

ポッドキャストを聴く目的（複数回答可)

朝日新聞ポッドキャストユーザーは、ユーザー全般と比べて、「多様な意見や物事
の見方を知るため」「学習のため」「最新の情報を取り入れるため」という目的で
ポッドキャストを聴いている方が多い。
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ポッドキャストユーザー全般（n=600）朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）
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04.
ポッドキャスト聴取後の行動
と音声広告に対する印象



ポッドキャストを聴いた後の行動

朝日新聞ポッドキャストユーザーの76.4%が、ポッドキャストで聴いた情報を一定の頻度で
検索している。58.3%は、ポッドキャストで聴いた情報を元に一定の頻度で購入している。
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ポッドキャストで聴いた情報の購入経験ポッドキャストで聴いた情報の検索経験

たびたび or たまに検索経験のある
朝日新聞ポッドキャストユーザーは

76.4％

ほとんどない 全くないたびたびある たまにある

たびたび or たまに購入経験のある
朝日新聞ポッドキャストユーザーは

58.3％

▼朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）

▼ポッドキャストユーザー全般（n=600）

▼朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）

▼ポッドキャストユーザー全般（n=600）
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音声広告の印象

朝日新聞ポッドキャストユーザーは、ユーザー全般と比べて、音声広告で伝えた
商品・サービスにより積極的に興味・関心・好意を持ち、検索や購買行動する。
音声広告を煩わしいと感じるユーザーは、ほとんどいない。
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音声広告を聴いて感じること（複数回答可)

ポッドキャストユーザー全般（n=600）朝日新聞ポッドキャストユーザー（n=206）
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05.
朝日新聞ポッドキャストの認知経路と
朝日新聞への意識変容



朝日新聞ポッドキャストの認知経路

最初に朝日新聞ポッドキャストを知ったきっかけの上位には、「朝日新聞デジタル」
「朝日新聞紙面の記事や広告」「ブログやSNSの口コミ」「知人・友人・家族の口コミ」
などが挙がった。

25PODCAST REPORT IN JAPAN ポッドキャスト国内利用実態調査2021／2022年2月

朝日新聞ポッドキャストを最初に知ったきっかけ（n=206）
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聴取後の記事閲覧頻度・朝日新聞の印象の変化

26

朝日新聞ポッドキャスト聴取後、ユーザーの41.4%が新聞記事の閲覧頻度が増えた。
また、48.8%のユーザーの朝日新聞への印象が良くなった。ポッドキャスト番組が、
ユーザーとのエンゲージメント醸成に繋がることを示す結果となった。

朝日新聞ポッドキャスト聴取後の朝日新聞の印象（n=206）朝日新聞ポッドキャスト聴取後の新聞記事閲覧頻度（n=206）
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かなり
良くなった

変わらない
比較的
良くなった

かなり
悪くなった

比較的
悪くなった

かなり良くなった or 比較的良くなった

48.8%

かなり増えた 変わらない増えた かなり減った減った

かなり増えた or 増えた

41.4%
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調査企業について
本調査の実施企業のご紹介



株式会社オトナル

株式会社オトナルは、デジタル音声広告事業を展開する
"オト"×アドテクノロジーの音声広告の会社です。
国内にデジタル音声の新しい市場を形成していくことを
ミッションに、広告主へのデジタル音声広告提案と、
メディア企業向けに音声配信支援＆音声広告枠の導入
ソリューションを提供しています。

代表著書
いちばんやさしい音声配信ビジネスの教本人気講
師が教える新しいメディアの基礎（インプレス）
https://book.impress.co.jp/books/1119101164

About Company 調査設計・実施企業

株式会社朝日新聞社

新聞事業を続けてきた私たちは、いま、ジャーナリズムを核と
した「豊かな暮らしに役立つ総合メディア企業」への進化を目
指しています。朝日新聞ポッドキャストは、事件、政治、経済、
あらゆる分野でこれまでのニュースの枠を超えて、ファクトに
迫ります。現在９つの番組を配信中。世界中を飛び回る記者た
ちの分厚い取材ノートから、とっておきの話題を、音声でしか
伝えられない熱量や臨場感と共に伝えます。
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本調査に関するお問い合わせは podcast@asahi.com までご連絡ください。

ポッドキャスト番組のランキングサイト
ポッドキャストランキング
https://podcastranking.jp/

朝日新聞ポッドキャスト
https://omny.fm/show
s/asahi/playlists

https://omny.fm/show
s/arukiki-ajw

朝日新聞デジタル
ポッドキャスト特集ページ
http://www.asahi.com/s
pecial/podcasts/
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