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IPTV・VOD対応TV・オリンピックのネット配信・放送事業者の新たな配信事業着手など，2008年は

「TV番組ネット配信」元年と言えるほど，新たな動きが出てきた１年だった．これまでを振り返ると，

今世紀初頭から急普及を始めたブロードバンドを前提に，05年頃に一度動画配信に乗り出す事業者が続

出した。しかし結果は，大半のサイトが黒字にならず，中には消えていったものも少なくなかった。

こうした状況を受けて，06年に“通信と放送の融合”議論が盛んに行われた。視聴者の利便性向上と，

少子高齢化を前にした日本経済の活性化の一策として，政府が注目した分野だった。議論は積極派と慎

重派の間で白熱し，間をとった報告書に落ち着いたが，実際は“融合”推進の方向で事態は動き始めた。

07年末の放送法改正はその典型で，これを受けて08年の各事業者による本格始動が始まっている。

しかし制度が背中を押し，技術・インフラなどが以前より前進したからと言って，ビジネス的に十全

とは限らない。肝心なのは利用者の意識・ニーズがどこまで成熟しているか，もしくは技術・機能的に

は進化したサービスが，実際の視聴者の心にどれだけ訴求力を持てたのかが肝要だからだ。

05年と08年の違いは，いわばチャレンジが“量的”から“質的”なステージへと転じた点にあると言

える。問われているのは，ターゲットたる視聴者の実態をどこまで見極めているのか。そして大切なの

は事業目的がどこまで明確になっているのか。さらにマネージメントの巧みさ，連携の妙などが十分な

水準に来ているのかどうかだ。放送のみだった頃と比べて，放送局は映像表現と事業マネージメントの

両面で，力量を試される時代に入ったようだ。
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はじめに

2008年はテレビ番組のネット配信が本格化

した１年と位置付けられる。先鞭をつけたの

はアクトビラ。インターネット（以後ネット

と記述）経由で動画コンテンツをテレビで視

聴できるシステムで，07年９月にサービス自

体は始まっているが，08年10月に対応テレビ

は100万台ほどと大きく普及し始めている。

３月にはNTTがNGN１）を商用化し，その

上で「ひかりTV」と呼ばれる本格的なIPTV２）

が始まった。そのIPTVは，今後の普及をに

らんで６月に「IPTVフォーラム」が設立さ

れ，仕様の共通化が進み始めている。

４年に一度のスポーツの祭典オリンピック

も，いよいよ動画配信の時代を迎えた。８月

に開催された北京オリンピックでは，各種競

技の映像がテレビと同様に，ネットでも初め

て配信された。動画共有サイトとして05年12

月にスタートし，短期間で急成長したYou

Tubeは，世界77か国にIOC公認で競技の模

様を配信した。

11月にはフジテレビが，地上波で放送され

た人気番組２シリーズの見逃しサービスを始

めた。放送業界としては初の本格的なテレビ

番組のネット配信と言えよう。

そして12月，NHKオンデマンドが始まっ

た。主要なテレビ番組を，丸ごとネットで配

信するという本格的な取り組みだ。特に過去

の番組だけでなく，最新の番組を提供する

「見逃しサービス」が，どれだけ利用者ニー

ズに合致するか注目されている。

以上の他に，08年はテレビ広告費の下落が

顕著となり，民放各社が放送外収入を増やす

努力を始め，番組のネット配信にも積極的に

取り組み始めた点も見逃せない。番組配信の

ためのサーバ管理を自社体制とする局，これ

まで有料と無料・広告の２通りでビジネスモ

デルを模索していたが完全無料に絞った局な

ど，これまでのトライアル的な位置付けを，

本格的なビジネスへと変えた社が増えてきた。

日本を海外に発信する国際放送のための組

織も設立されたが，その伝送手段として放送

だけでなく，ネットも活用されることになっ

た。テレビ番組がネット経由で，海外にも発

信される時代が訪れようとしている。

その海外でも，欧米でテレビ番組のネット

配信が盛んになり始めている。例えばテレビ

番組のネット配信の環境が整ったアメリカで

は，06～07年に４大ネットワークが人気番

組のネット配信を積極的に展開し始めた。そ

してその１つFOXは，08年に日本への配信に

も乗り出すようになった。

以上のように，この１年で本格化したテレ

ビ番組のネット配信だが，前提にはブロード

バンド網の普及や受信機の性能向上など，技

術の進化があった。そして積極的にサービス

展開を始める事業者が増えた背景には，それ

までの試行錯誤と，06年に集中的に議論され

た「通信と放送の融合」議論が制度の変更を

迫る形で新時代の背中を押したこともある。

その意味では，05年頃までに主要な通信や放

送の事業者が動画配信に乗り出した時とは，

多くの条件が整い始めたという点で，08年は

大きく異なる。ゆえに「TV番組ネット配信

元年」と位置付けられるのである。

しかしインフラが整い，端末が普及し，サ

ービスが向上したからと言って，即ビジネス

として軌道に乗るとは限らない。メディア価

値を広告主が評価したり，利用者がお金を支
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払うに値すると認めない限り，オンデマンド

視聴などの便利さは，机上の空論に終わって

しまうからである。

そこで当稿では，まずテレビ番組を中心に

映像配信事業がどこまで展開してきたのかを

整理する。その進展の背景は何か。歴史的に

はどんな試行錯誤や議論の上に今があるのか

を概観する。そしてビジネスに関わる事業者

の見方や今後の戦略をおさえ，これから「TV

番組ネット配信」はどんな可能性を持つのか

を展望してみたい。

１．IPTVとは何か

08年にまず話題となったのがIPTVだ。こ

れはFTTHやADSLなどブロードバンド回線

を利用して，映像や音声を視聴するシステム

を指す。広義にはネットを介して映像や音声

を配信するサービス全てを含む。しかし狭義

には，国際標準化機関のITU－T３）が策定し

た通信手順に従った配信サービスを言う。具

体的には，閉鎖系IPネットワークの上で提供

される「放送の再送信」「多チャンネル」

「VOD」などで，コンテンツ保護やインター

フェイスなどで品質管理ができるサービスと

なる。

その代表例がNGNだ。ITU－Tは，NGN

の定義を以下５項目で示している。

１）インフラはブロードバンド・アクセス

とコア・ネットワークを組み合わせ

て，端末間での品質保証ができること。

２）ネットワークはパケット・ベース。

３）パケットの転送機能とサービス制御機

能は分離されていること。

４）他事業者との相互接続ができること。

５）異なる事業者に接続しても同等のサー

ビスが使えるローミングと，異なる通

信方式間を行き来できるハンドオーバ

ーができること。

従来のネットはベストエフォート型で，ネ

ットワークの能力を超えるトラフィックが発

生した場合，超過分を切り捨てる仕組みにな

っていた。つまり最善の努力は払われるもの

の，結果に対する責任は負わないシステムだ

った。誰もが自由に利用でき，パケット通信

で合理的な伝送を実現したシステムだった

が，輻輳や迷惑情報，さらには犯罪などの危

険も孕んでいたのである。

しかし従来のネットとも接続できるNGN

では，通信帯域を層別に管理し，従来の「ベ

ストエフォート層」以外に，品質保証型の

「最優先層」「高優先層」「優先層」を選択で

きるようにして，品質を確保できるネットワ

ークにしている。また，このQOS４）機能以

外に，NGNには回線ごとに割り当てられた

発信者IDをチェックして“なりすまし”や不

正アクセスをブロックする機能もある。さら

に特定エリアに通信が集中した場合のトラフ

ィックコントロールや，災害時に重要な通信

を確保できるように信頼性を高める仕組みも

取り入れられている。

つまり従来のネットの利便性や柔軟性は取

り込みつつ，安定性・信頼性も両立させよう

としている。いわば電話網とネットの“いい

とこ取り”をしようとする次世代網で，リア

ルタイム性が求められるテレビ電話や，多少

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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の遅延は許容されるが基本は同時性が求めら

れる映像配信などに適したシステムと言えよ

う。

２．NGNの実用サービス

NGNについては，NTTが07年から３つの

ステージに分けたトライアルを実施し，08年

３月末に実用サービスを開始した。「2010年ま

でにFTTH，3,000万世帯普及」を目標にした

NTTの事業計画５）の柱に位置付けられたサ

ービスで，“通信と放送の融合”において中

心的な存在になるネットワークと目されてい

る。

具体的な構造は，図１の通り，４種類のIP

通信から成る。まずユニキャスト（双方向）

層がある。IP電話やIPテレビ電話などがこの

層で提供され，QOSとしては「最優先」に設

定されている。つまりどんなに輻輳が発生し，

多くの情報が正常に伝達されない状況に陥ろ

うとも，この部分の通信だけは最優先に確保

されるのである。

次に映像配信などが利用するユニキャスト

（一方向）層がある。QOSは，「高優先」「優

先」を選択できるようになっている。「最優

先」同様に，映像配信はほとんど途切れるこ

とのないようにすることができるという。３

番目のマルチキャスト層でも映像配信ができ

る。06年末に改正され，07年１月に施行され

た著作権法により可能となった地デジの同時

再送信は，この層で実施される。ここでも

QOSは「高優先」や「優先」を選択でき，安

定した伝送を確保できるという。

最後がISPへの接続のための双方向ユニキ

ャスト層だ。従来型ネットとの通信に使われ

るもので，「ベストエフォート」に設定され

る。このようにNGNでは，QOSについて

「最優先」「高優先」「優先」「ベストエフォー

ト」などが用意されており，確実に接続した

い順にサービス内容を選べるようになってい

る。

この他に信頼性・安定性を高めるための技

術も導入されている。例えばIPバージョンと

して，IPv４の他にIPv６も利用できるように

なっている６）。ホストアドレスを表わすため

10
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のフィールドが128bitに拡張されるため，パ

ケットを暗号化して送信者を認証したり，優

先度を付けたデータ送信が可能となる。安全

性や安定性を高めるための仕組みが付加され

ているのである。

他にタイムスタンプと呼ばれるデータの存

在日時を証明する機能や，サイバー攻撃への

対策機能も用意されている。電子文書の改竄

を防いだり，攻撃の分析・対処ができるよう

にもなっており，安全性を高める仕組みが，

幾重にも用意されていると言えよう。

以上のようにNGNの上で提供されるIPTV

は，映像配信用に進化を極めたシステムと言

えるが，そもそもそこに至るには長い道のり

があった。

１．インターネットの歴史

インターネットとは，広義には複数のコン

ピューターネットワークを相互に接続したネ

ットワークを意味する。ただし狭義には，地

球規模で相互に接続されたネットワークを指

し，The Internetと記載されることが多い。

そのThe Internetの歴史は，1969年に米国

のUCLAとスタンフォード研究所を結んだこ

とから始まる。84年には日本でも慶応義塾大

学と東京大学が結ばれている。つまり当初は，

学術研究用のネットワーク基盤として発展し

たのである。

発祥の地アメリカでは，88年に商用サービ

スが始まり，一般への広がりを持ち始める。

90年にWorld Wide Webシステムのための最

初のサーバとブラウザが開発され，95年に

Windows95が登場した。これで一挙に，一般

個人へと普及していったのである。ただし90

年代後半までは，接続方法と回線スピードが

限定的だったので，通信内容や提供されるコ

ンテンツはあまり多様なものではなかった。

当初の接続方法はダイヤルアップ方式であ

る。インターネット・サービス・プロバイダ

（ISP），パソコン通信のホスト局，企業内ネ

ットワーク用のアクセスポイントなどにダイ

ヤルし，電話回線経由で接続する方式で，日

本のインフラは電話網もしくはISDN網７）が

主だった。この場合の回線速度は，64～

128Kbpsと低速で，例えば普通の電話回線で

CDに収録された５分の音楽をダウンロード

すると約10分，DVDの２時間映画で約125時

間を要した（図２）。電話代や待ち時間の問

題があり，インターネットは映像配信の手段

になり得なかったのである。

２．ブロードバンドの時代へ

90年代末から新しいインフラが登場して，

ネットの世界に大きな変化が生ずる。CATV

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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やDSL技術を使ってネットができるようにな

り，回線速度は数百Kbpsから数Mbps程度に

高速化したのである。ブロードバンド化の始

まりである。

この結果，まずネット経由での音楽ダウン

ロードが現実的になった。99年に米国で登場

したファイル交換ソフトNapsterが，違法な

楽曲交換を促進させ，全米レコード協会

（RIAA）から訴えられ敗訴し，2001年にはサ

ービス停止に追い込まれた事件が典型的な事

例と言えよう。

ブロードバンド化は，音楽配信以外にも，

映像配信にも道を開いた。ナローバンド時代

はテキストと静止画しかストレスなく伝送で

きなかったが，高速化により重いデータを伝

送する可能性が出てきたからである。2000年

から06年までに新たに興された主な事業を

列挙すると，以下の通りとなる。

11月：出版業界からインプレスが，動画のイ

ンターネット放送局を開局。

12月：ケーブルテレビ・インターネット向け

に動画などのコンテンツ配信を行う

AIIが商用サービス開始。

４月：衛星経由でネット用動画などのコンテ

ンツをCATV局に配信するヒットポッ

プス（三菱商事など出資）が，商用サ

ービス開始。

６月：テレビ東京ブロードバンド（テレ東な

ど出資）がアニメなどのコンテンツを

配信開始。

７月：日本テレビ・NTT東日本・NTT－ME

など出資のB－BATが，映像コンテン

ツの二次利用，著作権管理事業を開始。

７月：ポニーキャニオンとNTTコミュニケ

ーションが共同で，有料映像配信プラ

ットフォーム「OneDayVision」のサ

ービス開始。

７月：ブロードバンド向け映像配信を行うテ

ィーエフエム・インタラクティブ（FM

東京など出資）設立。

８月：ヤフー・ジャパンがYahoo!BB会員専

用に，ブロードバンドコンテンツのポ

ータルサイトを開設。

２月：有線ブロードネットワークスと楽天が

共同設立したショウタイムが，有料の

動画配信サービスを開始。

３月：北海道の西興部村が，FTTHの上に波

長多重技術（WDM）を使って疑似

VODを開始。

４月：NTTブロードバンドイニシアティブ

（NTT－BB）が，コンテンツ・プロバ

イダに課金・料金徴収代行・配信時の

セキュリティ確保などのサービスを開

始。

４月：ぷららネットワークスが自社会員向け

に動画配信「Broadband@Plala.TV」を

開始。

７月：東映が特撮ヒーロー作品を配信する

「東映特撮BB」を開設。

７月：BIGLOBEが個人向け動画配信サービ

ス「BIGLOBEハピショットムービー」

を開始。

９月：TBS・フジ・テレ朝の３社共同出資に

よるトレソーラが，テレビ番組の配信

実験に着手。

10月：バンダイグループ４社が設立した「バ

2002年

2001年

2000年

12

*p007-046_通信放送融合の現在  09.1.23  0:29 PM  ページ12



ンダイチャンネル」が人気アニメの配

信開始。

10月：レオパレス21が管理する賃貸アパー

ト・マンション向けブロードバンドサ

ービス「LEO-NET」，VODを含めて

映像配信サービス開始。

10月：東京電力と吉本興業が共同で設立した

キャスティが，東京電力のFTTHサー

ビス「TEPCOひかり」利用者向けに

無料サイト「casTY」を開設。

12月：東映アニメーションがアニメ配信の

「東映アニメBB」を開始。

３月：電気通信役務利用放送法適応第１号と

して，ヤフーが動画配信サービス

「BBTV」を開始。

３月：エイベックスが，Windows Media９シ

リーズに対応したコンテンツを２

Mbpsで配信する「PRISMIX.TV」を

開始。

３月：NTTソルマーレが，ダウンロード方

式の映画配信サービス「シネマフービ

オ」を開始。

４月：富山県の滑川中新川地区広域情報事務

組合が，CATV空き帯域を利用して疑

似VODを開始。

５月：東映が映像配信サイト「東映おとなの

映画BB」を開始。

７月：ヤフーが民放テレビ３系列のニュース

を無料で配信する「Yahoo！ニュース

動画ニュース」を開始。

10月：日本電気が動画コンテンツの統合サイ

ト「BIGLOBEストリーム」を開設。

11月：関西電力の子会社ケイ・オプティコム

が，光ファイバー網を使って動画配信

サービス「eo光テレビ」を開始。

11月：円谷プロと松下電器，ウルトラマン関

連の動画を配信する「円谷チャンネ

ル－BB」を開始。

12月：KDDIがFTTH経由の「光プラスTV」

開始。BBネット・映像配信・IP電話

のいわゆるトリプルプレイが特徴。

12月：Yahoo! JAPANが無料の動画サイト

「Yahoo！動画」を開設。

２月：スカパー！の子会社オプティキャスト

が，波長多重技術を使った「スカパ

ー！対応光ファイバーTVOPCAS」を

開始。

７月：NHKが放送したテレビ番組について，

VOD配信の商用トライアル開始。

７月：ぷららネットワークスの「４th MEDIA」

がスタート。NTT東日本が提供する

「Bフレッツ」もしくは「フレッツ

ADSL」加入者への映像配信サービス。

10月：TOKYO FMがブロードバンド対応ス

タジオを設置，コンテンツのライブ配

信を開始。

12月：パワードコム・東芝・東京電力が，

FTTH経由でDVDレコーダーに映像を

配信する「ひかりde DVD」のトライ

アルを開始。

12月：NTTコミュニケーションの「OCNシ

アター」スタート。

１月：ジュピターテレコムがケーブルテレビ

経由のVODサービス「J：COMオン

デマンド」開始。

３月：NTT西日本と伊藤忠の「オンデマン

ドTV」スタート。

2005年

2004年

2003年
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３月：デジタルメディアマートが運営する

「DMM.com」が３Mbpsの動画コンテ

ンツのダウンロード販売を開始。角川

映画も配信。

４月：USENの「GyaO」が，無料・広告の

VODサービス開始。

６月：トーカイ・ブロードバンド・コミュニ

ケーションズがケーブルテレビでの

VODサービス「おうちdeシアター」

を開始。

６月：ゲオとインデックスが設立したゲオ

BBが「GEO＠チャンネル」を開始。

７月：１年間の商用実験を経て，NHKが放

送済み番組のVODサービスを開始。

７月：フジテレビがテレビ番組（BSやCS中

心）のVODサービス「フジテレビOn

Demand」開始。

７月：ソニーコミュニケーションネットワー

クのSo-netが，携帯型ゲーム機「プレ

イステーション・ポータブル」などで

見られるVOD配信サービス「Portable

TV」を開始。

10月：日本テレビの有料のVODサービス

「第２日テレ」が，地上波の深夜番組

と連動する形でスタート。

10月：アップルコンピュータが，音楽配信サ

ービスの「iTunes Music Store」で動

画配信を開始。

11月：TBSがBSデジタルやCSで放送してい

る番組のVODサービス「TBS BooBo

Box」をスタート。

12月：ソフトバンクとヤフーが共同出資する

「TVバンク」が動画ポータルを目指し

て配信スタート。

12月：米国の動画共有サイトYouTubeが公

式にサービス開始。

１月：米国Googleが動画コンテンツを有料

で配信するためのサイト「Google

VideoStore」を開始。

２月：コナミとインターネットイニシアティ

ブが共同設立したインターネットレボ

リューションが，動画のポータルサイ

ト「i-revoムービーICE」を開始。

３月：テレビ朝日が従来のブロードバンドサ

イトを１つに集約した「テレ朝bb」

を始める。

３月：楽天が運営する球団の主催ゲームを無

料配信する「楽天イーグルスTV」を

開設。

６月：民放キー５局と広告代理店４社が共同

設立したプレゼントキャストが，動画

ポータル「DOGATCH（ドガッチ）」

をオープン。

７月：フジテレビ，個人がネット上で動画を

公開する「ワッチミー！TV」開始。

11月：ツタヤ・ディスカスがDVDやCDのレ

ンタルサービス用サイト「TUTAYA

DISCAS」を開始。

３．動画配信を支える技術

動画配信の方法には，ダウンロードとスト

リーミングの２方式がある。前者は動画の全

データを，一旦端末に貯め込んでから再生を

始める方式。動画は情報量が大きいため，全

てをダウンロードするのに時間がかかる。こ

の方式しかなかった時代には，ナローバンド

では待ち時間が長いなどの難点があり，動画

配信が普及しなかったのである。しかし後者

は，データを受信しながら同時に再生を行う

2006年
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方式で，全てのデータをダウンロードし終わ

るまで待つ必要がない。主なソフトウェアに

は，WindowsMedia，Quicktime，Flashなど

がある。

ストリーミングの構成には，素材・エンコ

ーダー・サーバ・プレイヤの４つがある。ま

ず動画素材を用意し，PCで符号化（エンコ

ード）する。この際にデータ量の圧縮や暗号

化が行われ，そのファイルをサーバに設置し

てネット上に公開する。最後に利用者からの

アクセスで配信し，プレイヤで解凍と暗号解

除などして再生するのである。

このストリーミング技術の登場で，ナロー

バンドでも小さい画面かつ粗い画質なら，動

画配信が可能となった。さらにADSL・

CATVインターネットなどブロードバンドの

普及で，画質の向上が図られた。例えば電話

回線の２倍の容量を持つISDNでは，古い

VHSのような劣悪な画質しか確保できなかっ

た。ところがADSLなどで500Kbps程度が安

定的に維持できると，VHS並の画質が実現す

るようになった。さらに１Mbpsのストリー

ミングでは，VHSを超えるかなり良い画質が

出せるようになったのである。

画質が向上すると，コンテンツやサービス

も多様となり，利用者も増え始める。その結

果，アクセス集中によりサーバやバックボー

ンがパンクする事態も起こるようになってき

た。それを回避するための新たな技術も登場

した。１つは，アクセスが集中するコンテン

ツをユーザに近いところに設置した記録媒体

に蓄積し，バックボーンの負荷を軽減する技

術である。ストリームキャッシュ８）やミラ

ーサーバ９）などがある。

２つ目は，同時に多数の端末にストリーミ

ング配信する技術だ。例えば，ユーザに近い

ところにスプリッタを設置し，配信サーバか

らの１本のストリームを中継し，複数のユー

ザに分配して送る方法である。またIPマルチ

キャスト 10）では，ネットワーク途中のルー

ターなどで配信先の数に応じて自動的に複製

し配信することもできる。いずれも送り手の

データ送信は１度だけで済ませられ，サーバ

やバックボーンの負荷を大幅に軽減できるよ

うになった。

こうした技術やシステムの進化により，動

画配信の可能性は高まっていった。しかし利

用者の視点に立つと，最も大きな要因は通信

料金の問題だ。価格体系が従量制から定額制

に変化し，どんなに重いデータを大量に送受

信しても，一定の料金内でできるようになっ

たことが大きい。かくして高速・常時接続・

定額制料金を掲げたADSLやCATVインター

ネットが，2000年前後から急速に普及してい

ったのである。

４．インフラの普及

ブロードバンド・インターネットの主なイ

ンフラとしては，最も歴史の古いCATVイン

ターネット，今世紀初頭に登場し急普及した

ADSL，そして今最も伸びているFTTHがあ

る。

CATVインターネットは，日本では95年に

郵政省（当時）が電気通信事業の兼業も推奨

したことがきっかけで，96年から認可を受け

る事業者が登場し始めた。そして99年に手続

きが届出制に変更されると事業者数が急増

し，2000年12月には加入者数が約63万に達し

た。その後も，年間数十万ずつのペースで増

加を続けている。

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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その次に登場したADSLは，Asymmetric

Digital Subscriber Lineの略で，非対称デジタ

ル加入者線と訳される。一般の電話回線を利

用するが，0.3～3.4KHz帯の音声通話より高

い周波数にデータ通信の信号を多重化して送

受信している。日本では99年に，長野県の

一部，大分市の一部，そして東京23区の一

部でサービスが始まり，2000年末にNTT，01

年２月に日本テレコム，そして同年９月から

Yahoo!BBがADSLのサービスに乗り出してい

る。

こうして大手電気通信事業者の参入が続

き，競争が激しくなったことで通信料金が大

幅に下落し，急普及が始まった。01年12月に

は契約件数が150万に達し，瞬く間にCATV

インターネットを追い抜いた。そして02年に

は500万，03年には1,000万を突破し，加速度

的に利用者数が増えていった。かくして03

年，ブロードバンドがナローバンドを追い抜

き，日本は世界有数のブロードバンド大国と

なったのである。

ADSLが急普及を始めた2001年は，「ブロ

ードバンド元年」と呼ばれた。しかしこの年

には，もう１つ象徴的な出来事があった。伝

送路の部分で“通信と放送の融合”が進んだ

ことを受けて，電気通信役務利用放送法が成

立し，通信回線を利用して放送事業が行える

ようになったのである。翌02年７月にはソフ

トバンク・グループのBBケーブルが，ADSL

を使ったCATV事業「BBケーブルTV」を申

請し，有線系として第１号の登録を受けた。

その後，同法に則り放送事業を始める通信

キャリアが続いた。03年10月にKDDIが「光

プラスTV」で登録を受け，NTTグループか

らも04年６月と05年５月に，オンラインティ

ーヴィとアイキャストがそれぞれ配信事業に

乗り出した。

このNTTグループ２社の事業は，FTTHを

前提としたものだった。FTTHとは，Fiber

To The Homeの略で，光ファイバーを伝送路

として個人宅まで直接引き込むアクセス系ネ

ットワークを意味する。局施設から各ユーザ

宅までを“ラストワンマイル”と業界では呼

んでいるが，この部分が光通信になったこと

で，ブロードバンドは超高速の時代に入った。

ベストエフォートではあるが，100Mbpsを実

現したのである。

ADSLと比較すると，高速化以外にも利点

が挙げられる。局からユーザ宅までの距離が

長くなっても，伝送損失の影響が少なくなっ

た点である。この結果，ブロードバンドのサ

ービスエリアが広がった。また幹線道路・鉄

道・AMラジオなどのノイズによる干渉も受

けない。速度低下や切断の少ない安定した通

信が可能になったのである。

ただしADSLのように，既存の通信網を利

用せずに新たにネットワークを構築するた

め，サービスエリアの拡大や各個人宅への引

き込みには時間を要する。特に集合住宅では，

各戸へ光ファイバーを引き込めない場合があ

16
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り，LAN配線 11），VDSL12），FWA13）などを

利用しなければならないことも少なくない。

結果として普及ペースはADSLよりゆっく

りで，01年に最初のサービスは始まっている

が，100万に到達するのに約２年，1,000万には

５年を要した。しかし08年６月には，FTTH

契約数が1,308万となり，1,229万のADSLを

初めて上回った。インフラの側面から見ても，

08年は動画配信にとって記念すべき年と言え

る所以である。

１．初期のトライアル

ブロードバンドの普及に伴って動画配信事

業が次々に登場したが，これまでのこうした

試みは，一部の例外を除き，大半がビジネス

として苦戦している。テレビ放送事業の場合，

ビジネスモデルは有料か無料広告が中心で，

登場して50年で３兆円産業に発展した。しか

しネットでの動画配信ビジネスでは，有料・

無料広告いずれの場合も，事業単体では収支

均衡に至っていないようだ。

インプレスTV

業界の中で先陣を切ったインプレス14）は，

2000年11月に４チャンネル，リアルタイム放

送で１日約50時間の「インプレスTV」を開

局した。無料と有料の両番組をそろえたが，

主なコンテンツは，IT・音楽・デジタルデザ

イン・ファイナンスなど，同社がそれまで手

がけてきた分野を中心とした。

インターフェイスの特徴としては，キーワ

ードでニュース番組を検索できる機能，番組

で紹介した商品をオンラインで購入するシス

テム，番組で紹介された楽曲などをダウンロ

ードする機能など。従来のテレビ放送と違い，

ネットらしい双方向性を生かしたサービスを

売りにしたのである。

同サービスは01年５月には全日のリアルタ

イム放送となった。そして北海道テレビ

（HTB）のローカル番組『水曜どうでしょう』

が，購入件数１万に達成するなど，時々で話

題を提供してきた。放送の延べ視聴者数とし

て同社が独自に計算する月間ストリーム数

も，開局当初の９万ストリームが２年ほどで

20倍の185万ストリームになるなど，半年毎

に倍増するペースで増加した。

しかし前述の一覧表で示した通り，動画配

信サイトは，雨後のタケノコのように次々に

登場した。そして同サイトは次第に埋没して

いき，ストリーム数も伸び悩んだ。そして08

年春に番組の更新を終了し，９月30日にサ

イトそのものの休止に追い込まれている。

トレソーラ

TBS・フジテレビ・テレビ朝日の３社は，

02年１月に「ブロードバンド環境に対応した

デジタル・コンテンツの有料配信サービスを

検討することを目的」として，共同でトレソ

ーラを発足させた。そして動画配信の主な実

証実験を，02年の９～11月，04年２～４月，

04年８～10月の３回に渡って行った。

１回目はパソコン向けのストリーム配信，

２回目はダウンロード配信，そして３回目は

STB向けテレビ視聴でのトライアルだった。

結果は，一定の成果を出したものの，数々の

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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課題が浮き彫りになったという。

まず１回目は，2,000万円ほどの収入に対

して，経費は１億2,000万円ほどを要した。

その後の実験も，収入がコストを上回ること

はなく，トータルでは４億円のコストに対し

て収入は１億円に満たなかったという。

上手く行かなかった理由としては，当時は

まだインフラやパソコンの対応能力がバラバ

ラで，放送のように使い勝手の良いシステム

にならなかった点が１つ。さらに配信コスト

や著作権処理などがネックになっていること

などが確認された。つまりこの時点では，テ

レビ番組のVODサービスが採算ベースに乗

るには程遠いことがわかったという。

BBTV

日本のBBネット普及と映像配信サービス

において強烈なインパクトを与えたのは，ソ

フトバンク・グループである。2001年９月に

「Yahoo！BB」の商用サービスを開始し，03

年３月に電気通信役務利用放送法適応第１号

として動画配信サービス「BBTV」を開始し

ている。

同社のADSL回線事業は，開始１年で回線

数が100万件を超え，４年で約500万回線に

達している。ADSLの単独ブランドとしては

シェア1位だ。しかし動画配信事業の方は必

ずしも順調には推移していない。スタートし

て２年で「BBTV」の契約は約３万と，当初

目標だった30万件の10分の１程度に留まっ

たのである。

不調の理由を同社は，「地上波テレビの再

送信がないため，ケーブルテレビに太刀打ち

できない」とした。この背景の一つには，同

サービスが総務省と文化庁で法的位置付けが

異なることがあった。総務省の電気通信役務

利用放送法では「放送」と認定しているのに

対して，文化庁の著作権法ではそうなってい

なかった。このため著作権処理が簡単にでき

なかったのである。

また同サービスには技術的な課題もあっ

た。ADSLの速度はベストエフォートで，条

件の良い時にのみ高速通信が可能となる。つ

まり輻輳など通信状況が悪い時には，速度が

落ちてしまうことがある。これでは画質を保

証できないサービスだった。加えてIP放送で

は，再送信先を限定できないなどの技術的問

題も残っていた。これらの理由から地上波テ

レビ局は，ケーブルテレビに対してのように，

テレビ放送の再送信同意を検討しない状況に

留まったのである。

その後同社は，FTTHによる「Yahoo！BB

光」サービスを04年10月にスタートさせた。

同サービスはベストエフォート１Gbpsとい

う超高速に加え，無線のテレビBOXを利用

して，パソコン上でも地上波テレビを視聴す

ることを可能にした。ビジネス上の瑕疵だっ

た「地上波再送信不可」を克服する新しいス

タイルであり，パソコンでテレビ番組を視聴

する道への実際的な第一歩と言えよう。

さらに04年に親会社が買収した野球チー

ム・福岡ソフトバンク・ホークスのホームゲ

ームを，30台のカメラを使って視聴者が自由

にアングルを選べる中継を05年春から始め

た。メインの野球中継では，P２P技術15）を

使って配信コストの大幅圧縮に成功してお

り，パソコンでの動画視聴促進に拍車をかけ

ようとしたのである。

それでも有料事業のBBTVについては，普

及の伸びが今一つだった。同社と同様に電気

18
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通信役務利用放送法の認定を受けた，IPマル

チキャスト事業者全体の契約件数は，図４の

通り，開始から５年を経ても20万あまりに

留まっている。いずれの事業者も詳細を明ら

かにはしていないが，黒字化にはほど遠い状

況だという。

J－COMオンデマンド

05年１月にVOD事業を開始したジュピタ

ーテレコムは，テレビでのVODサービス利

用可能世帯数が，現時点で国内最多の事業者

である。図５にある通り，多チャンネル加入

が約235万件，うちデジタルSTB利用世帯は

177万世帯と，急速にデジタル化が進んでい

る。そのうちVODサービスにアクセス可能

な「Digital Standard」契約者は140万世帯ほ

どと，日本で最大のVOD市場を持っている。

同社は元々，多チャンネルやPPV16）を展

開してきたが，ケーブルテレビ業界でもトッ

プを切って，05年からVODサービスに乗り

出した。ブロードバンド化の急速な進展によ

り，同サービスを始める事業者が続出し，危

機感を強めたという。激化する有料多チャン

ネル市場の競争の中で，加入の促進・アナロ

グからデジタルへの移行促進・解約の防止・

テレビサービスのARPU17）向上・新たな広告

収入源確保などを目的として，ケーブル事業

の新サービス展開に踏み出さざるを得ないと

判断したのである。

VODのタイトル数は１万3,000。そのうち，

コンテンツ毎に課金する「プレミアム･オン･

デマンド」8,500タイトル，月額固定課金で

一定数のコンテンツを見放題とする「マンス

リー･オン･デマンド」3,200タイトル，そし

て入門用として地域情報などを提供する「フ

リー･オン･デマンド」が1,300タイトル提供

されている。

ただしVODの利用状況は手放しで喜べる状

況ではない。VOD視聴可能なデジタルSTB

のうち，サービスを利用するため初期画面を

起動するのは３～４割程度，実際にVODを

視聴するのは２割ほど，しかも有料コンテン

ツを購入する家庭は全体の１割程度に留まる

という。

“オンデマンドに番組を視聴する”という

サービスの認知度は，想像以上に低く，告

知・説明を入念にしないと，大半の視聴者は

必要性を感じない商品であることが３年間の

事業展開でわかったという。

現状では，2,000人の営業担当と，コールセ

ンター1,400名を動員して，告知・説明に力を

入れると共に，毎月配布するパンフレットで

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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PRに努めているという。08年12月に始まった

NHKオンデマンドと併せて，今後どう効果

が現れるかに注目しているという。

GyaO

「完全無料のパソコンテレビ」をキャッチ

フレーズに，05年４月に動画配信を開始した

のがUSENのGyaO。VODサービスが基本で，

映画・音楽・ドラマ・アニメなど11の分野に

分かれ，１日あたり100番組程度が提供され

る仕組みで始まった。

ユーザは視聴するために事前登録が必要

で，性別・郵便番号・生年月日を入力しなけ

ればならない。こうした視聴者の属性を利用

することで，マスマーケティングを前提とす

るテレビ放送より効果の高い広告宣伝が可能

と考え，同サイトは無料・広告モデルを採用

した。USENの狙いは以下の通り。

そもそもテレビCMでは，ザッピングなど

でCMを見ない人が多い。また“ながら視聴”

も多いため，CMの認知率も高くない。しか

もデジタル録画機が登場し，“CMスキップ”

も顕在化し始めている。

いっぽうGyaOでは，視聴者は勝手にCM

を飛ばせない。また前傾姿勢で利用するパソ

コンでは，ユーザの集中度が高く，結果とし

てCM認知率も高くなる。さらに時間の制約

がないため長尺CMも流せる。これらの結果，

ホームページのバナー広告と比べクリック率

もはるかに高くなる。

さらに登録情報から，男女・世代・エリア

別にCMを配信し分けられ，実際に視聴者が

どう視聴したかもログ分析で明らかになる。

例えばシャンプーのCMをF１層（女20～34

歳）だけに配信することも可能だ。自動車デ

ィーラーのCMを，店舗がある地域だけに限

定配信もできる。スポンサーから見れば，マ

スメディアより安価にリーチを高めることが

可能になる。また動画に連動するバナーCM

で，商品の詳細情報を提供したり，さらには

直接購買に結びつけることもできる。

テレビはマスマーケティングの世界で使わ

れるAIDMA論理18）に優れ，20世紀にメディ

アのトップに躍り出た。しかしGyaOは，

AISAS論理 19）で優れると言われるネットの

特性を活かし，これまでの年間広告費６兆円

以外に，企業が使う販売促進費11兆円も視

野に入れ，新しいメディアに成長することが

できる。

以上のコンセプトで始まったGyaOだった

が，実際の業績は必ずしも芳しくない。当初

の利用状況こそ上々で，最初の１年半で約

1,200万と，登録数は順調に伸びていった。月

間の視聴時間も1,500万時間を超え，日本の

ネットにおけるトラフィックのトップクラス

に躍り出た。さらに利用者の男女比は８対２，

M１層（男20～34歳）31％，M２層（男35

～49歳）29％，F１層10％と，テレビが中高

年層のメディアになりつつあるのに比べ，利

用者に若者が多く，スポンサーから見て広告

20
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価値の高いメディアになる可能性を十分持っ

ていた。

しかし実際の営業成績は，想定通りには展

開しなかった。事業開始時の目標では，「06

年夏ころまでに単月黒字」となっていた。と

ころが現実は目標に程遠く，08年夏までに登

録者数こそ2,000万になったものの，前期（07

年９月～08年８月）の映像・コンテンツ事業

部門の収支は約87億円の赤字に終わった。

しかもこの赤字幅は，当初からあまり圧縮

できていない。動画配信サイトが多く登場し，

中でもYouTubeの登場で，競争が激しくなっ

た点が大きいという。また，コンテンツの制

作費・調達費および配信コストをネット上の

広告収入で賄うのは，想定したほど容易では

なかったという。

対応策としてUSENは，07年６月からテレ

ビ向けの定額動画配信サービス「ギャオネク

スト」を開始した。ブロードバンド回線と

STB経由で，１万を超えるコンテンツをテレ

ビで視聴するサービスである。従来の無料版

GyaOに，有料サービスを加えることで状況

を打開しようという狙いである。09年夏まで

に，映像・コンテンツ事業部門を黒字化する

のが目下の目標という。

第２日テレ

GyaOの半年後にスタートした第２日テレ

も，会員登録制を前提にサービスを始めた。

当初のサービス構成は，「喜通り」「怒通り」

「哀通り」「楽通り」の４商店街が用意され，

視聴者の気分にマッチしたコンテンツを探せ

るというコンセプトになっていた。例えば

「喜通り」では笑わせる映像，「怒通り」では

調査報道などである。他には，日テレ系列の

動画ニュースや世界のショートフィルムなど

も提供された。

その後，過去の番組アーカイブ主体から，

徐々に新作も増えていった。ドラマに連動し

たオリジナル動画や，松本人志の新作コント

「ザッサー（有料）」，「東京六大学野球」など，

話題性の高い動画がアクセスを集めるように

もなっていった。さらにYouTubeのように動

画投稿のコーナーを設けたり，プレゼントが

当る動画パズルを用意するなど，登録者やア

クセスを増やす努力をいろいろと展開してき

た。

同サイトのビジネス戦略には，２つの柱が

あったと言えよう。無料と有料のスキームで

ある。無料型はGyaOと同様，視聴者が勝手

にカットできないCMが付いていた。スポン

サーに対してユーザ情報を提供したり，より

安価で効果的にリーチを高めるべく，ターゲ

ット別にCMを配信するなどの実験を行って

いたのである。

もう１つの有料モデルでは，アーカイブの

配信や，松本人志のオリジナルコントの配信

に挑戦した。ネットの世界で言われたロング

テール理論 20）が，映像サービスではどの程

度通用するのかをチェックしようとしたので

ある。さらに出演者や放送局にとっては，ヒ

ットした分だけ大きな利益を分け合える新た

なビジネスモデルを模索しようとしたと担当

者は言う。

同サイトでは，このためサーバなどの配信

システムに一定程度のコストをかけた。単に

ISPに放送番組を提供している他の放送事業

者と比べると，いわばハイリスクハイリター

ンの道を模索したのである。

サイトを開設して３年，この間に同社は

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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VODビジネスの難しさについて多くの教訓

を得たという。その第一はユーザビリティだ。

テレビで放送した番組クラスの動画といえど

も，利用者が“わざわざパソコンを起動して，

何度もクリックして視聴する”という手間の

壁はかなり厚かった。最初の１年で，初期画

面の構成は変更を余議なくされ，画面左にメ

ニュー表示を設けるなど，ユーザビリティを

強く意識せざるを得なかったという。

次に“ネットは無料”というユーザ感覚の

壁も厚かった。「完全無料」を全面に押し出

したGyaOに対して，有料のイメージが先行

した第２日テレは，初期の段階で登録者獲得

に苦戦した。DVDの世界では，100万枚以上

の売り上げを記録するテレビ番組のパッケー

ジ版も少なくない。しかし松本人志のオリジ

ナルコントは，発売から半年を経てもあまり

売れなかった。「ネット文化がテレビ文化と

大きく異なるがゆえの結果だった」と総括さ

れている。

しかしヒントも少なくなかったという。テ

レビ番組との連携が如何に威力を発揮するか

である。同サイトの登録は，地上波番組で告

知したり，ドラマとの連動コンテンツを設け

ると急増した。YouTubeでもテレビで話題と

なった動画へのアクセスが集中するように，

「放送で話題を集められれば，ネットでも大

きな賑わいを作れる」という手応えを得たと

いう。

08年10月，結局第２日テレは“完全無料

化”へと路線を変更した。これに併せて，動

画再生エリアの拡大，動画検索機能の実装，

レコメンド機能の充実など，ユーザーインタ

ーフェイス機能を強化した。同サイト単体で

の収入増より，テレビ番組との連動で，全体

として収入を増やす方向である。

もともと第２日テレは，放送外収入の増加

という日テレの数年来の課題をクリアすべ

く，１つの試みとして展開してきた。しかし

同サイト単体での収入増は容易ではなく，次

の試みとしてクロスメディア広告へと向かう

ことになった。既に人気ドラマのスピンオフ

を同サイトで展開をしたり，深夜番組『デジ

タルの根性』との連動コンテンツを展開した

りしている。

こうした試みが，テレビ番組の視聴率を押

し上げ，ひいてはテレビCMの売上増に貢献

する。また連動であることでネットCMの売

り上げを伸ばすことにもつながる。さらには

広告収入の代わりに，特定商品の販売促進費

から収入を得る道を模索し始めている。「サ

イト単体ではなく，クロスメディア展開とい

う新たなステージで収入増を目指す時代に入

った」というのである。

２．動画配信ビジネスの課題

以上のような例以外にも，映像配信事業単

体で黒字になっている事業はほとんどない。

その原因の１つは，動画を配信する際の高す

ぎるコストだった。

動画配信サービスに着手する事業者が増え

てきた04～05年頃，動画データ１Gbyteあた

りの通信費は，契約により料金に幅はあるも

のの，平均的には数百円と三桁の半ばだった

という。仮に500円と仮定して，500Kbpsの

画質で２時間の映画を１万台のPCに同時に

配信すると，通信費は225万円となる。映画

１配信あたり225円と，レンタルDVDに近い

料金になっていた。ISPから見れば，他にサ

ーバ管理費・権利処理料金・課金コストなど

22
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が必要となり，容易に採算ベースに乗らなか

ったのである。

権利処理も厄介な問題だった。かつて放送

されたテレビ番組をVODで配信しようとす

ると，番組の原作者・脚本家以外に，使われ

ている音楽の制作者・レコード会社，出演し

ている俳優などの実演家の全てから事前に許

諾を得る必要がある。権利料を幾らにするか

も大きな問題だが，それ以前の問題として，

許諾の手間隙に莫大なコストがかかってしま

ったのである。結果として，配信できるコン

テンツは限られたものにならざるを得なかっ

たのである。

こうした中で，例外的に順調にビジネス展

開をした事業者がある。LEO－NETのレオ

パレス21である。賃貸住宅・マンスリーマ

ンション・ホテルなどの建設・管理・運営が

本業だが，02年８月にブロードバンド事業に

も乗り出した。管理物件の長期滞在型賃貸ル

ームに備え付けられたテレビに，多チャンネ

ルやVODを提供し始めたのである。

開始半年で契約数は10万を超え，当時と

しては瞬く間に国内最大の市場を持つに至

り，事業単体として早々に黒字化した。現在

では約40万契約に至り，これまで年率４割

ほどの成長を続けてきたことになる。

成功の秘訣は，第一に高い利用ニーズが挙

げられる。マンスリーマンション契約者は，

若年層や単身赴任者など特定の層が多く，

VODサービスへのニーズが高くなるという

状況があった。

次にコンテンツを調達する際の契約で，他

の事業者に比べてアドバンテージを持ってい

た点も大きい。同社のサービスは，旅館業で

の客室への映像配信と同じように，特定の施

設だけに向けたサービスと認定されたため，

BBTVなど不特定多数の視聴者向けと異な

り，著作権問題をクリアしやすい仕組みにな

っていた。

さらに料金体系の問題も見逃せない。視聴

料金を，部屋の賃貸料に潜り込ませて契約し

ていたために，利用者から見ると“おまけ”

のように見え，抵抗がなかったのである。

ただしLEO－NETの例も，部門単体で黒

字になっているものの，事業全体のあり方か

ら見ると，独立したビジネスだったとは言い

難い。マンスリーマンションなど特殊な物件

に限り適用できる動画配信事業だからであ

る。その意味では，「ネットでの動画配信が

単体でビジネスになる道は未だ確立していな

い」ことを示す一例だったと言えよう21）。

１．竹中懇の背景

ここまで確認してきた通り，ブロードバン

ドが順調に普及していたにもかかわらず，動

画配信サービスは単体の事業としては容易に

離陸しなかった。一方政財界では，「映像系

ソフトの一次流通において，約７割が地上テ

レビ番組で占められており，これらをネット

上で二次利用することが，映像ソフト市場全

体の拡大に有効と」考えられていた。そこで

“通信と放送の融合”を推進すべく，この間

にさまざまな取り組みや提言を行っていた。

05年３月には，経団連「利用者団体協議会」

と主要権利者団体との権利処理ルールについ
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ての暫定合意が行われた。テレビ番組のネッ

ト配信使用料率について，暫定的な合意がな

されたのである。民間と民間の契約レベルで，

テレビ番組の流通を促そうというのが狙いだ

った。

05年７月には，総務省情報通信審議会が「地

上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向

けて行政の果たすべき役割」の第２次中間答

申を発表した。その中で，地上デジタル放送

を通信インフラで再送信する方向性が初めて

示された。「2011年７月24日にアナログ放送

を終了する」と決められていた地デジの普及

促進と同時に，「2010年にブロードバンドゼ

ロ地域をゼロにする」とされていたブロード

バンドの発展を視野に入れたものだったので

ある。

そして同年12月に規制改革・民間開放推進

会議が発表した２次答申も，“通信と放送の

融合”を促す意図を持っていた。利用者利便

の向上という観点から，「著作権処理の問題

について早急に解決すべき」とされたのであ

る。伝送路の選択肢を拡大するために，通信

を活用した新メディアの事業者が，放送事業

者から確実に再送信の同意を得ることができ

るよう，新たにルールで明確化する必要があ

ると説かれたのである。

これらの議論を受けて，竹中平蔵総務相

（当時）が，私的諮問機関「通信・放送の在

り方に関する懇談会（以後，竹中懇と記述）」

を開催すると発表した。開催の背景には，次

のような考え方があった。

「通信と放送は本来シームレスなもの」

「近年の急速な技術の進歩を反映して通

信・放送サービスがより便利に，より使いや

すくなることを国民は期待している」

「ビジネスとしても実現可能であるにもか

かわらず，制度等の制約から提供されていな

いサービスもある」22）

「インターネットでテレビの生放送が観れな

いのかというふうに思っている人も多い」23）

「日本の経済成長はこれまで製造業が支え

てきた。しかし少子高齢化で今後はソフト産

業にも期待がかかる。放送番組がネットで二

次利用できるようになれば，コンテンツ市場

は拡大し，経済の活性化につながる」24）

技術の進歩により，通信と放送は近接した。

ビジネス展開として見た場合にも可能性があ

る。国民もインターネットでテレビ番組を自

由に視聴することを期待している。しかし現

実は，制度などの制約から，全く提供されて

いない。こうした状況を打開するために“通

信放送融合”を進める方向で議論をしたい。

こうした趣旨で，検討会は私的検討会と銘打

って始まったのである。

２．竹中懇での議論

懇談会は06年１月から６月まで合計14回

開かれ，最終的な報告書が完成している。そ

の内容は，「１．問題意識」「２．現状認識」

「３．対応の方向性」の３つで構成された。

「１．問題意識」では，2011年を“完全デ

ジタル元年”と位置付け，全ての国民・組

織・産業がデジタル化・IT化のメリットを最

大限に享受できる体勢を整備すべきとした。

検討の仕方は，一般利用者の観点，競争力強

化と事業展開の多様化という観点，そしてソ

フトパワー強化という観点で行われた。

「２．現状認識」では，「融合／連携の遅れ」

「不十分な競争と事業展開」「困難なソフトパ

ワー強化への貢献」「NHK問題への対応」が
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挙げられた。「通信・放送事業に対する規制

の硬直性」「アクセス網のボトルネック性な

どに問題がある」「通信の規制体系と1999年

のNTT再編が，デジタル化・IT化を予期し

ていなかった」などが指摘された。

また放送業界も，「50年以上前に制定され

た放送法の下では，自由な事業展開を行いに

くく，国際競争力のあるメディアが育ってい

ない」とされた。

次に「ソフトパワー強化が喫緊の課題で，

そのためにデジタル化・IP化で通信・放送の

変革が必要」とされた。

最後にNHKについて，「不祥事を未然に防

ぐ体勢を確立し，IP時代にふさわしい公共放

送として，NHKの持つ経営資源を国民のた

めに有効に活用しなければならない」とされ

た。

「３．対応の方向性」では，2010年までに講

ずるべき措置が，４項目列挙された。

総論

2010年代初頭には，ブロードバンド網を全

国で安価に利用できる仕組みが必要。それを

前提に，通信・放送の規制の在り方を見直す。

通信事業の公正競争の促進と放送事業者の事

業展開の自由度拡大を図り，各事業者の競争

力を高める。環境整備を行い，事業者の創意

工夫による新サービス実現を容易にする。

融合を進めるための環境整備

①IPマルチキャストの著作権法上の扱い

電気通信役務利用放送全体が著作権法上も

放送と扱われるように，利用者の利便性や技

術の革新に的確に対応した抜本的改正を行う

べき。

②融合的サービスの出現を促す環境の整備

ネット上の映像配信や放送番組の配信を促

すための環境整備を進めるべき。

③通信・放送の技術開発の在り方の見直し

技術標準化の在り方を抜本的に見直すべ

き。

④通信・放送の法体系の抜本的見直し

現在の法体系では，通信と放送が９本もの

法律にわかれているため，自由な事業展開が

阻害されている。即座に見直しに着手すべき。

そして2010年までに，基幹放送の維持は前提

にして，縦割りではなく，伝送・プラットフ

ォーム・コンテンツなど，レイヤー区分に対

応した法体系とすべき。

通信事業における一層の競争の促進

①事業規制の在り方の見直し

通信事業での公正競争を徹底するため，独

占規制の適正な運用や，接続ルールの整備等，

事業規制の在り方を見直し，早急に制度整備

を行うべき。

②通信関係法令の抜本的な見直し

NTT東西のボトルネック設備について，公

正競争を確保するための措置を行うべき。こ

れを前提に，地域規制で損なわれているポテ

ンシャルを拡大するため，業務範囲規制を段

階的に緩和すべき。

またNTT持株会社の下に４つの通信会社

が置かれているが，各社の事業展開が十分行

われるべく，2010年には法制の抜本的な見直

しに向け，必要な検討を速やかに進めるべき。

放送事業における自由な事業展開の促進

①マスメディア集中排除原則の緩和

電波の希少性を前提としたマスメディア集

中排除原則 25）は，ブロードバンド時代には

そぐわない内容で，“国際的に通用するメデ

ィア・コングロマリット”の出現を妨げてい

る。従って同原則を自由度の高い形で緩和す
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べき。

②周波数帯域の有効利用の促進

地上デジタル放送で，帯域圧縮技術の進歩

等により周波数帯域の未利用部分が生ずる場

合，これを有効活用して，多様なサービス提

供と，収益機会の拡大を実現できるようにす

べき。そのための法整備を早急に実現すべき。

また，一定割合以上はハイビジョン放送とす

る基準も緩和すべき。

③地上デジタル放送の

IPマルチキャストによる再送信

地デジをIPマルチキャストで再送信する際

には，地域限定を設けるべきでない。しかし

本来この問題は，事業者の側で判断すべきで，

行政が積極的に関与するのは適当でない。

④地上アナログ放送用の周波数帯域の有効利用

デジタル化で空く周波数の有効活用をすべ

き。例えば，携帯向け映像配信サービスなど

の新サービスが期待できるが，電気通信役務

利用放送法で通信設備を活用した放送も行え

るなど，新規参入を容易にすべき。

⑤コンテンツの流通環境の改善

ソフトパワー強化のため，放送局は番組の

外部調達増大に努めるべき。特にNHKは，

一定割合以上を子会社以外から調達すべき。

NHKの抜本改革

①経営委員会の抜本的改革

一部委員の常勤化，事務局の強化，メンバ

ー構成の再検討などを速やかに行うべき。

②NHKのチャンネル削減

現行の８チャンネルは，電波の希少性など

を勘案すると明らかに多過ぎる。衛星放送は

難視聴対策が適当ゆえ，１チャンネルを削減

すべき。FMラジオ放送，衛星ハイビジョン

などを勘案すると，５チャンネルが適当。

③NHK本体と子会社の見直し

NHKグループ全体を見直してスリム化す

べき。本体に関しては，娯楽・スポーツ等の

制作部門は本体から分離して新子会社とし，

民間との競争に晒されるようにすべき。また

収益事業を行える体制を整え，受信料の低減

と電波の有効利用に資するため，伝送部門を

本体から分離して子会社とすべき。最低限，

会計等を早急に分離すべき。さらに子会社を

整理・統合し，数を大幅に削減すべき。

④番組アーカイブのブロードバンドでの提供

番組アーカイブをブロードバンド上で公開

することで，日本のコンテンツ制作力を強化

し，海外に対する映像情報発信を促進すべき。

そのために，当該事業を行う部門を本体から

分離して有料配信できるようにすべき。

⑤国際放送の強化

外国人向けの国際放送（テレビ放送）を早

期に開始すべき。伝送は放送とIP網による番

組配信の双方で実施すべき。主体は新たな子

会社を設立するが，民間の出資も受け入れる。

編集の独立性を前提に，財政支援も検討すべ

き。

⑥受信料制度の改革

公共放送維持のためには，受信料不払いや

受信契約の未契約を看過できない。ガバナン

スの強化，チャンネルの削減，組織のスリム

化，受信料徴収コストの削減，受信料の大幅

引き下げなどを前提に，支払いの義務化を実

施すべき。さらに必要があれば，罰則化も検

討すべき。

３．政府与党合意へ

以上が竹中懇報告書の概要だが，その完成

までにはかなりの紆余曲折があった。自民党
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との意見のすり合わせで，報告書の着地点が

一時不透明になっていたからである。

壁となっていたのは，片山虎之助参議院幹

事長（当時）を座長とする自民党電気通信調

査会「通信・放送産業高度化小委員会」だっ

た。NTT・民放連・NHK・新聞協会は，竹

中懇の議論に対して反対の声を上げていた

が，同小委員会も竹中懇とは対照的な議論を

行っていたからである。

結局双方の議論は，報告書発表の２週間後

に政府与党合意となり，さらに７月に経済財

政諮問会議の「骨太の方針2006」へとつなが

った。その内容は，双方の相違点を調整する

形で，以下４項目にまとめられた。

まずNHK関連では，「ガバナンス強化」

「番組アーカイブをブロードバンドで有料公

開」「外国人向けの国際放送（映像）早期開

始」が，竹中懇と大筋同じ方向となった。し

かし「保有チャンネルの削減」「NHK本体と

子会社の見直し」「受信料制度の改革」につ

いては，「十分詰めた検討を行う」「一部を検

討する」などの表現が多用され，竹中懇の考

え方からかなり後退したものとなった。

次に放送関連については，「マスメディア

集中排除原則の緩和」と「コンテンツ流通環

境の改善」が，竹中懇報告書に近い線で合意

に盛り込まれた。ただし「地上デジタル放送

のIPマルチキャストによる再送信」について

は，合意文書として明記されなかった。

３番目に融合関連として，総合的な法体系

については，「基幹放送の概念の維持を前提

に早急に検討に着手し，2010年までに結論を

得る」という文言で落ち着いた。竹中懇では，

「2010年までに」「必要な法制的手当てを措置」

するとなっていたので，若干ニュアンスが異

なるが，ほぼ竹中懇の言う通りになったと言

えよう。

最後に通信関連では，「ネットワークのオ

ープン化など必要な公正競争ルールの整備等

を図る」「NTTの組織問題については，ブロ

ードバンドの普及状況やNTTの中期経営戦

略の動向などを見極めた上で2010年の時点で

検討を行い，その後速やかに結論を得る」が

合意となった。ここでも竹中懇が，片山小委

員会に歩み寄って決着している。

以上の議論は，７月に開かれた経済財政諮

問会議で，国の方針として「骨太の方針

2006」26）に盛り込まれた。日本の成長力・

競争力を強化する取組の中の１つとして，

「生産性の向上（ITとサービス産業の革新）」

という項目が設けられ，その中に「世界最先

端の通信・放送に係るインフラ・サービスの

実現」が謳われた。そして「『通信・放送の

在り方に関する政府与党合意』に基づき，世

界の状況を踏まえ，通信・放送分野の改革を

推進する」と表現されたのである。つまり

「政府与党合意」に基づき，今後政府は通

信・放送分野の改革を進めていくことになっ

た。

しかしこれら文言の受け止め方は，竹中懇

と片山小委員会では実際には温度差があっ

た。竹中総務相（当時）は，合意成立後の記

者会見で，「政府与党合意」が大きな前進で

あると評価した。「（合意の）意義は，私は大

きいと思います。一つの合意を基にこれから

いろいろな政策をやっていけるということの

意義は大きいと思っております。しっかりと

対応していきます」

一方，対照的な考え方を示してきた小委員

会の座長を務めた片山虎之助自民党参院幹事
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長（当時）は，合意についても異なる発言を

している。「『政府与党合意』で合意したのは，

検討するということだけで，何も具体的には

決まっていない。政策を決めるのは政府と与

党で，最終的に法律を変えるには国会，つま

り国会議員が責任をとること」27）。つまり大

山鳴動して鼠一匹だったのか，着実に前進し

たのか，両者の認識は決着後も正反対だった

のである28）。

４．実現のプロセス

「政府与党合意」と「骨太の方針2006」で

一区切りついた“通信と放送の融合”議論は，

８月以降に新たなステージへと入った。「通

信・放送の総合的な法体系」を作る動きと，

「通信・放送分野の改革に関する工程プログ

ラム」に基づく実務の問題である。

前者については，新しく研究会が設置され，

現在９本の法律が存在する通信と放送に関す

る法体系を１本化するための議論が始まっ

た。「有線電気通信法」「電波法」「電気通信

事業法」「有線放送電話に関する法律」「日本

電信電話株式会社等に関する法律（NTT法）」

「有線テレビジョン放送法」「放送法」「有線

ラジオ放送業務の運用規正に関する法律」

「電気通信役務利用放送法」を，インフラ，

プラットフォーム，コンテンツなど，レイヤ

ー区分の新しい法体系に作り変えようという

のである。

総合法制についての研究会は，07年12月に

最終報告書を発表し，議論は情報通信審議会

に諮問された。これを受けて08年２月に「通

信・放送の総合的な法体系に関する検討委員

会」が設置され，具体的な制度の在り方の議

論が始まった。答申は09年12月に予定されて

いる。そして2010年の通常国会に情報通信法

案が提出され，制度の改正が行われるスケジ

ュールとなっている。

「政府与党合意」「骨太の方針2006」の実行

については，「通信・放送分野の改革に関す

る工程プログラム」となり，2010年までの５

年間に取り組むべき具体的施策として４項目

が列挙された。このうちNHK関連について

は，07年12月の放送法改正で，「経営委員会

の抜本的改革」「番組アーカイブのブロード

バンドでの提供」「国際放送の強化」が実現

した。また「NHKのチャンネル削減」につ

いても，「NHKの衛星放送の保有チャンネル

数の在り方に関する研究会」で１年弱議論さ

れ，08年５月に衛星を２チャンネルに減らす

方向が決定した。2011年から実施予定である。

放送関連についても，マスメディア集中排

除原則の緩和について，放送持株会社等につ

いての検討が進み，07年12月の放送法改正に

盛り込まれた。既に08年６月にフジテレビが

持ち株会社制に移行し，TBSも具体的な検討

に入っている。

通信関連については，06年12月に著作権法

が改正され，08年５月からIPマルチキャスト

28
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で地上デジタル放送が再送信されるようにな

った。各種ルール・制度の見直し，および

NTTの組織問題については，今後の議論に委

ねられることになる。

以上のように，“通信放送融合”の推進を

目指した竹中懇の議論は，政府与党合意で一

旦後退したように見えたが，その後２年の間

に幾つかの項目が制度変更され，それに伴い

現実も動いていた。本命の“情報通信法”も，

2010年の通常国会に向けて着実に前進してい

るように見える。こうした流れを受けて，テ

レビ番組のネット配信の動きは08年に続出し

ていたのである。

2008年にテレビ番組のネット配信が急増す

る背景には，06年から07年にかけて動画共有

サイト利用が爆発的に増えたことがある。主

なサイトと動画共有サービスの開始時期は以

下の通り。

YouTube（05年12月）

TVbreak（06年２月）

フォト蔵（06年３月）

AmebaVision（06年７月）

ワッチミー！TV（06年７月）

ZOOME（07年１月）

ニコニコ動画（07年１月）

字幕。in（07年１月）

mixi動画（07年２月）

eyeVio（07年４月）

ニフティービデオ共有（07年４月）

OnAir（07年６月）

ニフニフ動画（07年６月）

なんとか動画（07年８月）

ediPa（08年２月）

多くの動画共有サイトが登場するととも

に，この種のサイトへのアクセス者も急増し

た。インターネット視聴率の測定会社によれ

ば，05年12月の１か月間では，動画共有サイ

トの推定接触者29）は41万人に過ぎなかった。

しかし１年後の06年12月には，666万人と16

倍に急増していた。２年後の07年12月は，倍

増して1,262万人に膨らんでいたのである。

動画共有サイトは訪問者が増えただけでな

く，滞在時間や月間の接触回数も増やしてい

った。この２年間，それぞれ倍々に増加して

おり，07年12月時点では，1,262万人が月間

平均約12回訪問し，２時間25分滞在してい

る。メディアとしての存在感を着実に高めて

いたのである。

これらサイトの躍進で，ネットを介した動

画視聴の習慣が利用者の間に徐々に根付いて

いった。こうした状況を睨んで，テレビ番組

を初めとするリッチコンテンツの配信ビジネ

スに挑む事業者が増えてきた。04～05年頃と

の違いは，よりニーズの高い動画コンテンツ

を，より高画質で配信しようという点だった。

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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5 「TV番組ネット配信」
元年の先進事例

図 8　動画共有サイト全体への訪問状況 
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では，今回の試みに過去の教訓はどう生き

ているのか。また状況は以前とどう変わって

いたのだろうか。

１．メーカーの挑戦

先陣を切ったのはメーカーだった。

「テレビで，いつでも，ビデオレンタル」

をキャッチフレーズに，動画配信ビジネスに

乗り出したのがアクトビラである。テレビで

VODサービスを享受する場合，多くの場合

STBにつなぐ必要がある。しかし同社では，

テレビとLANケーブル１本だけで，入会不

要・会費不要と気軽さと高画質を売りにして

いる。

05年時点では，GyaOや第２日テレなど動

画配信事業者の多くは，パソコンを対象に無

料・広告を柱としたビジネスを切り開こうと

した。一方アクトビラは，全世帯で１億台以

上普及しているテレビを活用して，有料のネ

ット動画配信ビジネスの立ち上げを考えた点

が対照的だ。デジタルテレビに，ブラウザ機

能 30）・拡張機能（音声再生など）・ストリー

ミング機能・ダウンロード機能などを付加し

て，パソコンと同様，ネット経由で動画を受

信できるようにしている。

06年２月，メーカー５社（松下電器・ソニ

ー・シャープ・東芝・日立製作所）は，

「DTVポータル検討ワーキンググループ」を

結成した。そして技術仕様とテレビ向けポー

タル事業の検討を経て，７月に「テレビポー

タルサービス㈱」を設立した。ブランド名は

「アクトビラ：acTVila」。前からはactive，後

ろからはaliveと読める。デジタルテレビを介

したネットワークへの重要な“トビラ”とし

て，activeでaliveな情報サービスの提供を促

進するという意味で，07年９月からは社名に

もなった。

同社の狙いは，従来メーカー別に行われて

いたテレビへのサービス提供を，メーカーや

機種の違いに制約されることなく利用できる

ようにしようというものだった。例えば松下

は「Tナビ」ソニーは「TVホーム」と，それ

まで各社は別々のやり方を採っていた。しか

し共通のプラットフォームを持つことで，よ

り多くの事業者が容易にサービスを提供で

き，結果としてテレビの付加価値が高まると

考えたのである。

まず07年２月に，画像とテキストによる生

活関連情報等の提供が始まった。続いて同年

９月，ストリーミングによるVODサービスを

開始した。さらに08年12月に，ダウンロード

方式によるVODにも乗り出している。スト

リーミングのVODに対応するテレビは，出

資メーカー５社から販売されており，08年10

月時点で約100万台出荷されている。

問題はビジネスとしての勝算だが，デジタ

ルテレビを対象としたことで可能性が幾つか

ある。まず長期的には，１億台前後のテレビ

がいずれはデジタルテレビに置き換わるの

で，対応端末の数はかなり期待できる。2011

年に向けても，リビングの１台目のテレビは

大画面となる傾向にあり，1,000万台以上が

対応型となる可能性もある。

またテレビ向けで，利用コンテンツも限定

されているので，利用者の数が読みやすく，

結果としてトラフィック管理が容易となる。

この結果，設備投資や回線契約での無駄が少

ないという利点もある。さらにコンテンツホ

ールダーとはレベニューシェア契約 31）を結

ぶなど，コスト低減に努めている。VOD利

30

*p007-046_通信放送融合の現在  09.1.23  0:29 PM  ページ30



用が広まるのに時間がかかった場合でも，累

損が大きくならないスリムな経営体制を採っ

ているのである。

ただし課題も残っている。現状では高画質

対応のテレビ購入者のネット接続率は４割前

後に達しているということだが，購入者が増

えるとともに比率が下がる可能性もある。如

何に接続率を上げ，実際の利用者をどう増や

すかが最大の課題となる。現状の有線方式で

は，やはりテレビをネットにつなぐのに抵抗

を感ずる人も少なくない。無線方式や，

PLC32）の普及が待たれる。

操作性や課金システムにも課題が残る。同

サービスの要素技術は，基本的にARIBに準

拠したことでテレビ製造コストを圧縮してい

る。結果として，操作性を向上させたり，決

済を簡素化するのは容易ではない。対応テレ

ビの購入層が広がった場合には，何らかの対

策が必要となろう。

２．通信キャリアの挑戦

アクトビラに続いて，NGN（次世代ネッ

トワーク）上のIPTVサービス「ひかりTV」

が大きな挑戦と言えよう。今回の挑戦はイン

フラとIPTVサービスと，２つの進化を反映

している点が新しい。

まずNGNは，本稿第１章で詳述した通り，

従来のインターネット（The Internet）と比べ

て，安定性と信頼性の面で格段の進歩をして

いる点が大きい。QOS機能で帯域の安定を図

っている他，発信者IDをチェックして“なり

すまし”や不正アクセスをブロックしたり，

特定地域で発生する通信集中を回避したり

と，信頼性を高める仕組みで1,300万契約を

超えたFTTHを今後牽引していく可能性を持

つ。

その次世代ネットワークの上で展開する

「ひかりTV」も，従来のIPTVと比べて格段

の進化を遂げている。まず地デジの再送信を

08年５月から実装したことで，１台で全ての

テレビ放送を網羅できるようにした点が大き

い。P19の図４にある通り，従来のIPTVは普

及が伸び悩んでいたが，その最大の理由は最

強のコンテンツたる地上波テレビを再送信し

ていない点だった。「ひかりTV」はそこを克

服したことで，普及ペースがどう高まるかが

注目されている。

次に，これまでNTTグループ各社がバラ

バラに展開していた「オンデマンドTV」

「OCNシアター」「４th MEDIA」を統合した

ことによるオペレーション効率の向上と，ス

ケールメリットを生かして実現した豊富なサ

ービスが，視聴者にどう訴及し，収支にどう

反映されるのかが興味深い。

総務省「2010年代のケーブルテレビの在り

方に関する研究会」では，多チャンネル市場

は今後，IPTVが牽引していくと予測してい

るようだ。そしてNTTぷららの経営目標で

は，IPTVでの増加分の７割ほどを「ひかり

“通信放送融合”の現在・過去・未来

NHK放送文化研究所年報2009│31

図 9　多チャンネル市場予測 
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TV」で占めるとしている。収支計画として

は，2010年度までの目標が110万契約獲得で，

この時点で損益分岐点を超えると見ているよ

うだ。

しかし普及については課題も散見される。

従来のIPTVの弱点を克服したという地デジ

の再送信も，現状では帯域の関係で同時に２

チャンネルまでしか伝送できない。ところが

一家に複数台のテレビと録画機を利用する家

庭は少なくない。この技術的な制限が，実際

の普及にどう影響するかは，今のところ未知

数である。

実は同社は，「４th MEDIA」時代の入会者

を対象にアンケートを実施している。これに

よれば，他の多チャンネル放送と合わせて加

入したケースが約14％あった。そして他を解

約して加入したケースが約６％，残り約80％

は新規の加入だったという。つまりIPTVは，

既存の多チャンネル放送の利用者とパイを奪

い合う関係ではなく，新たなマーケットを開

拓しているという。

このアンケート調査に基づき，有料多チャ

ンネル市場は今後２割を超えて伸びるが，そ

の拡大部分の大半はIPTVが支えるという。

しかし，やや机上の計算と見える部分もある。

多チャンネル・地デジ再送信・VODの３サー

ビスを束ねるのは，デジタル化されたケーブ

ルテレビも同じだ。今後IPTVのみが伸びて，

多チャンネルのケーブルテレビが伸び悩むと

いう見方には，どれだけの説得力があるだろ

うか。

さらにCSデジタル放送も，三波共用受信

機の普及に伴い，110度CSはここ２～３年，

加入者を年間20万以上増やし順調に展開し

ている。124／128度のCSデジタル放送も，

今後はHD化で加入者獲得を目指す。

他にも，チャンネル数は10程度と少ない

ものの，BSデジタル放送も急速に視聴世帯

を伸ばしている。そして2011年以降は，新

BSで新たな有料チャンネルの枠組みも登場

し，一層の視聴者を得る可能性が高い。

つまり多チャンネル市場は競争が激しくな

る一方というのが，現状および今後の展望だ。

その中にあって，IPTVだけが順風満帆とは

簡単にいかないと予想される。各プレイヤー

の切磋琢磨が，どんな映像文化をもたらすか，

今後の展開から目が離せない。

３．オリンピックでの映像配信

08年８月には，史上最多の204か国が参加

した北京オリンピックが，17日間にわたって

開催された。日本人選手も合計26個のメダル

を獲得する活躍を見せ，大会期間中のNHK総

合（夜19～24時）でのオリンピック関連番組

は，平均視聴率が16.9％に達するほど良く見

られた。

今回のオリンピックは，競技の模様が日本

国内でネット配信されたという意味でも画期

的な大会だった。NHKは『北京オリンピッ

クオンライン』，民放132社は『gorin.jp』を

開設し，双方とも200本を超える映像クリッ

32
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プを公開した。インターネット視聴率調査33）

によれば，接触者率・平均接触回数・平均滞

在時間は，NHKサイトが0.9％・2.3回・６分

32秒，民放サイトは1.1％・1.3回・４分56秒

だった。

多くの国民が関心を持つオリンピックの映

像や情報は，今回は地上波テレビ・BS・ワ

ンセグ・ネット・データ放送・新聞など，多

くのメディアで取り上げられた。では実際に

人々は，こうした情報にどうアクセスしたの

だろうか。

大会中に文研が実施した「全メディアに接

触可能な先進的な視聴者800人に対するネッ

ト調査」34）によれば，やはりテレビの強さは

圧倒的だった。「毎日２回以上」「ほぼ毎日」

視聴した人の割合は，地上デジタル放送で

79％，ワンセグで16％，デジタル録画機13％，

インターネット（動画）11％と，映像メディ

アの中ではテレビが他を大きく引き離してい

た。

ちなみにこの傾向は米国でも同様だった。

NBCリサーチの調査によれば，オリンピック

中継をテレビだけで視聴した人は90％だった

のに対して，ネットでも視聴した人は10％し

かいなかったという。

テレビとネット配信にかくも大差ができる

のは何故だろうか。最大の問題は使い勝手に

あるようだ。

実は今回の五輪中継では，NHKと民放キ

ー５局との間の視聴率（夜19～24時の五輪関

連）でも，NHKの平均が16.9％に対して，

民放平均は9.7％と大きな差が生じた。もち

ろん中継した競技の人気などの影響もあるだ

ろうが，最大の要因はほぼ毎日該当時間の多

くで放送していたNHKと，各局が交代で放

送した民放との編成の違いが大きかったと思

われる。そのチャンネルに合わせればオリン

ピックが見られるか否かは，視聴率に大きく

影響したと考えられる。使い勝手とは，単に

端末やリモコンの操作性だけではなく，視聴

習慣につながる編成など，露出の仕方にも大

きく左右されるのである。

もう１つ，日本でのネット配信の問題も見

逃せない。インターネットで流れた映像は，

テレビのニュースとして放送されたハイライ

トが大半だった。しかも配信のタイミングは，

NHKと民放の協定により毎日19時と24時に

限定されていた。これでは時差のなかった北

京五輪では，午前中に行われた競技の映像は，

動画サイトでは10時間近く待たないと見られ

ない場合がある。ネット本来の特徴である速

報性が活かされなかった影響も大きかったと

言わざるを得ない。

米国ではNBCが『NBC OLYMPICS.com』

を開設し，2,200時間の試合映像と約3,000時

間分のハイライトなどを公開した。そのうち

25試合はオンライン中継である。その結果，

前回のアテネやトリノ五輪の平均と比べて，

７倍以上の動画へのアクセスと，２倍の動画

視聴者があり，結果として米国のネット広告

１年間分の１％に相当する売上につながった
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という35）。オリンピック映像のネット配信は，

やり方を工夫さえすれば利用実態は大きく発

展する可能性があることがわかる。

今回の北京オリンピックは，日本や米国以

外でも，世界77か国で初めて競技の映像が

ネット配信された。サイトを開設したのは，

登場以来テレビ番組の違法アップロードを繰

り返し指摘されてきたYouTubeだ。IOCが直

轄する映像制作会社提供の500～800の映像

クリップを配信した。その結果，今までテレ

ビ放送だけでは届かなかった多くの人々が，

世界中でオリンピックを楽しめるようになっ

たという。

参加国数に始まり，開会式の演出や中継の

仕方，そして中国選手の強さなど，何かと話

題の多かった北京オリンピック。競技の映像

配信という意味でも，歴史に残る大会になっ

たことは間違いない。

４．NHKの挑戦

アクトビラ，ひかりTV，五輪のネット配信

と並び，08年に積極的にネット配信に挑んで

いるのがNHKだろう。12月にスタートした

『NHKオンデマンド』を初め，北京オリンピ

ック，さらにYouTube上のブランドチャンネ

ルなど，幾つかのネット配信を始めている。

NHKオンデマンド

NHKオンデマンドはパソコンや高機能TV

向けに有料でテレビ番組を配信する国内限定

のサービスである。アーカイブに保存されて

いる過去の番組の他に，１週間以内に放送さ

れた主な番組を見逃しサービスとして提供し

ている点が新しい。

アーカイブからは125番組1,260本，見逃し

番組としては毎日10～15本程度が提供され

ている。料金は単品提供やパック提供などが

ある。単品の場合，連ドラなど15分ものは

105円，45分から１時間ものは315円。見逃し

の１か月料金は1,470円である。

このサービスの出発点は，第４章で触れた

竹中懇に る。「番組アーカイブをブロード

バンド上に有料で公開する」という方向性が

議論され，政府与党合意にも盛り込まれた後

に，07年12月の放送法改正で制度として整

備され，サービス開始に至っている。

NHKは08年10月，「いつでも，どこでも，

もっと身近にNHK」と題した『平成21～23

年度NHK経営計画』を発表した。この中で，

現状76.9％のNHKへの接触者率 36）を，３年

後に80％まで上げることを経営目標に掲げ

た。その手段として，“３-Screens”の推進が

ある。テレビ・パソコン・携帯端末など国民

が自ら選んだメディアで，いつでも，どこで

も，NHKが発信する情報・コンテンツにア

クセスできる環境を整備しようというのであ

る。

この考え方に立った場合，NHKオンデマ

ンドも「無料で実施すべき」という声もあっ

た。しかし竹中懇に始まり，放送法改正まで

の議論の中で，本体と会計を分離した有料サ

34
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ービスと位置付けられたため，現在の形でス

タートしている。収支見込では，2011年には

収支均衡点を超えるとしているが，見込みを

下回った場合には，「平成25年度末に単年度

の収支差益が発生せず，かつ繰越欠損金が解

消されないときは，事業の継続について検討

し，必要な措置を講じる」としている。

では，実際の普及はどうだろうか。有料多

チャンネル放送の契約者を対象としたマーケ

ティング調査では，１割近い人が加入の意思

を示したものもある。しかし実際に，見逃し

サービスを受けたいとして1,470円を支払う

段になると，手持ちのデジタル録画機で一定

時間を毎日予約にして済ませる人が多く出る

という見方もある。

米国では，タイムワーナーケーブルが06年

から「スタートオーバー」という見逃しサー

ビスを始めている。視聴者はザッピングなど

で，あるチャンネルを途中から選局した場合，

その番組が放送中に限って冒頭から見なおす

ことができる仕組みである。「見逃しサービ

スが最も有効なのは，偶然テレビを点けて面

白そうと判断したけど，既に番組の半分以上

は終わってしまったその瞬間」という考え方

で，視聴者のニーズが最も高い瞬間にサービ

スを提供するというコンセプトである。

この仕組みなら権利者の理解も得られやす

く，比較的安価に処理できるという。一方

NHKオンデマンドでは，放送からネット上

で視聴できるまでには数時間を要する。この

技術的な制約が，利用者にどう評価されるの

かも重要なポイントとなろう。

課題はもう１つ残っている。権利処理の問

題だ。俳優など実演家が出演する番組は，事

前に許諾を確認して見逃しサービスとして公

開しているが，意外に厄介なのがノンフィク

ション番組だという。契約の世界に不慣れな

普通の人が多く関わるからである。

例えば出演交渉の段階では，ネット配信を

了解していたが，実際のロケの段階でノーと

なることがあり得る。放送優先で番組は制作

しているので，それでも放送は出すことにな

る。しかしその場合，見逃しサービスは難し

くなる。写真・美術品・寺社仏閣など，放送

では定着していたやり方が，ネット配信でも

通用するか否か，やってみなければわからな

い世界は少なくない。NHKオンデマンドは，

いわば“日本でネット文化が定着するか否か”

制作プロセスが問われる大きな挑戦とも言え

そうである。

YouTubeとの連携

いまやYouTubeは毎月1,000万人以上が接

触する，メディアとして定着したサイトであ

る。当初はテレビ番組の違法アップロード問

題が深刻だったが，徐々に対策が打たれ，敵

対視するよりむしろ連携して実利をとろうと

する放送局やコンテンツホールダーが増えて

きている。

例えば音楽アーティストの中には，音楽ク

リップを掲載したことで，南米や欧州など思

わぬ国で人気が出て，コンサートを開いたり

CDが売れたりと，ビジネスにつながる例が

出ている。違法アップロードをチェックした

上で容認していく方針に変えた角川も，宣伝

を全くしていなかった海外の市場で，アニメ

のDVDが８万セットも売れるという予想外

のビジネスが生まれた経験を持つ。宣伝ツー

ルとして，YouTubeが機能し始めているので

ある。
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接触率向上を目指す３-Screens推進の新た

な手立てとしてNHKも，08年５月から

YouTubeと連携する形で，ブランドチャンネ

ルの実験に乗り出した。テレビを見る機会の

少なかった若者に強くアピールし，テレビに

引き戻そうという狙いで，国内では東京MX

テレビなど，海外でも英国BBCなどが利用

している。

「SAVE THE FUTURE」「洞爺湖サミット」

「Nスペ『デジタルネイティブ』」などで，10

分以内のビデオを，10月までに延べ118本掲

載した。万単位で視聴されるVTRも少なくな

く，番組本編のPRやNHKへの接触者率向上

に可能性があることを示した。08年12月から

は一般番組に拡大して，本格的なサービスと

してNHKへの更なる接触機会の拡大を目指

している。

新たな国際放送

テレビ番組のネット配信は，国際放送でも

実施されることになる。09年２月から始まる

日本初の24時間完全英語放送である。

そもそもこの国際放送は，竹中懇の中で

「外国人向けの国際放送を早期に開始すべき。

伝送は放送とIP網による番組配信の双方で実

施すべき」とされたものである。その後，政

府与党合意で「外国人向けの国際放送の早期

開始」に引き継がれ，07年12月の放送法改

正で「国際放送の強化」の項目として制度化

された。

放送は，毎日４時間分の番組が制作され，

24時間で６回繰り返される。編成は，毎正時

はNHKのニュース，残りはNHKの番組と08

年４月に発足した新会社，日本国際放送

（JIB）による独自番組が予定されている。独

自番組には，民放やプロダクション制作の番

組にも門戸を開いている。

伝送網としては，衛星やケーブルテレビ等

による放送と，国・地域別のインターネット

伝送網などが予定されている。衛星やケーブ

ルテレビ経由では，現状7,000万世帯以上が

受信可能エリアにあるが，08年度中に約１億

1,000万世帯への普及を見込んでいる。また

ネット配信の部分は新会社が担当し，当初は

米国とフランスから着手し，ブロードバンド

の整備に合わせて順次拡大していく計画だと

いう。特にネット配信については，具体的な

視聴者増を把握し，媒体価値の向上をはかる

手段として有効と考えており，日本国際放送

の自主事業として実施していくという。

ネット配信の課題としては，P２P など最

適な伝送手段を視野に入れているが，品質や

コストの問題がどうなるか，著作権処理がス

ムーズに進むかなどが残っている。ただしロ

ーカル民放の中からも，ネット配信を前提に

番組提供に積極的な社も出てきている。

「どこの国で，どんな視聴者に，どう見ら

れるかが把握できるのは魅力的。ローカル局

の新たな展開として十分可能性がある」とい
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う考え方で，数年間のコスト負担を覚悟する

という意気込みである。国境を超えるテレビ

番組のネット・リアルタイム配信という，こ

れまでに例を見ない取り組みだが，新たな地

平の開拓に期待も寄せられている。

５．民放の挑戦

NHKオンデマンド，北京オリンピック，

ブランドチャンネル，新国際放送と，08年に

積極展開を始めたNHK。背景には竹中懇以

降の“通信放送融合”議論を経て，制度変更

という風が吹いていたことがあった。そうし

た中，NHK内部でも「いつでも，どこでも，

もっと身近にNHK」をキャッチコピーとし，

３-Screensへの積極展開を謳う次期経営計画

に至る議論があった。

一方民放はというと，積極派から慎重派ま

で，局による温度差があるのが現実だ。さら

に言えば，積極派・慎重派の中でも戦略の方

向性に多様性が出てきていると言えよう。各

局の違いは何によるものなのか，代表的な動

向から見てみたい。

フジテレビ

08年に最も動いたのはフジテレビである。

放送法の改正でマスメディア集中排除原則が

緩和されたのを受けて，真っ先に認定放送持

株会社の形態をとり，10月１日付でそれまで

のフジテレビが「持株会社フジ・メディア・

ホールディングス」となり，地上波放送は新

たに設立した「株式会社フジテレビジョン」

に放送免許を継承して，持株会社の傘下に置

いた。これも竹中懇での議論から始まった制

度変更の１つである。

テレビ番組のネット配信についても，11月

から日本で最初の地上波人気番組の見逃しサ

ービスを開始した。まずはゴールデンタイム

で放送中のドラマ『セレブと貧乏太郎』とバ

ラエティ『爆笑レッドカーペット』から始ま

っている。続いて深夜ドラマ『ライアーゲー

ム』とバラエティ『RICHARD HALL』が続

いた。今後も順次番組数を増やしていく予定

だという。

新機軸を見せた「フジテレビOnDemand」

は，そもそも05年７月に民放トップを切って，

テレビ番組のネット配信を始めたサイトだっ

た。ただし当時は，CSやBSで放送した番組

が中心で，地上波の人気番組を配信すること

はなかった。しかし07年12月から，視聴率

15％を超える人気バラエティ『あいのり』の

有料配信に乗り出している。

08年はこうした経験を踏まえて，まず４月

にISP経由で配信していた同サイトを，自社

サイト展開へと強化した。有料や無料など，

配信方法の自由度を高めるためだった。そし

て番組単体では容易に黒字にならない番組配

信にもかかわらず，11月から見逃しサービス

に乗り出したのである。

狙いはずばり，「ビジネスとして本格稼働

させるための第一歩」だという。実は同局は，

自社ホームページに積極的にバナー広告等を

掲載し始めている。デジタルメディアのため

の広告営業に専従する職員も配置した。IT・

デジタルの時代に生き残るための展開を，本

格的に始動させたのである。

地上波の人気番組のネット配信について

は，「単体では容易にビジネスにならない」

という。しかし「番組の品揃えが増えて，サ

イト全体が一定の賑わいを持つようになれ

ば，黒字化は可能」と見ているようだ。技術
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の進歩，視聴者の意識の変化，関係する事業

者の多様化と競争の激化，さらにはテレビ

CMの売上減少という様々な環境変化の中

で，05年の頃とは異なり，民放のテレビ番組

ネット配信にもビジネス機会が見えてきたた

めに，本格稼働が始まりつつある。

日本テレビ

フジテレビと同様に05年からネット配信を

積極展開した日本テレビは，ここに来て対照

的な動きを見せている。「第２日テレ」を開

設した当初は，サーバを自社管理し，無料・

広告ではマスマーケティングのテレビとは異

なるCM展開を模索した。さらに有料配信に

も着手し，新たなビジネスモデルの構築に挑

戦してきた。

しかし08年10月，前述の通り，第２日テレ

は“完全無料化”へと路線を変更した。だか

らと言って，テレビ番組のネット配信に消極

的になったということではない。これまでの

経験から，番組をそのまま有料配信するなど

で利益を捻出するのは困難で，テレビとネッ

トとの連携の中から，全体としてメリットを

生み出していくのが現実的と判断しているよ

うだ。

日本テレビは03年10月，プロデューサーに

よる視聴率不正操作が発覚し，外部有識者に

よる調査報告書で「視聴率重視の空気があっ

た」と指摘されている。これがきっかけで社

内の体制も変化を余儀なくされたが，こうし

た流れを受けて05年にトップの座についた

久保社長は，就任の挨拶で「総合優勝をめざ

す」と明言した。同時に「時代を先取りする

DNA」への拘りも示した。

こうした発想の１つが，05年での「第２日

テレ」開始であり，今も変わらぬ“総合優勝

狙い”が，今回のVOD事業での路線変更，

つまり「クロスメディア展開」のようだ。フ

ジテレビとは対照的な展開ではあるが，過去

３年間の経験を踏まえた上での，新たなる積

極展開と言うべき方針である。

他のキー局

フジテレビや日本テレビと異なり，他のキ

ー３局は慎重派と言えそうだ。

両局とほぼ同じタイミングで動画配信サイ

トを開設したTBSは，この３年で方針が大き

く変わったとは言い難い。もともとドラマや

バラエティを得意としていた割に，二次利用

展開で伸び代を残していたため，副次収入増

を目指してネット配信は始まった。

しかし現実は，利益につながり易いパッケ

ージ販売が優先し，ネット配信は二の次だっ

たという。現在も徐々に力は入ってきている

ものの，「未だVOD市場は立ち上がっておら

ず，採算性を考えると時期尚早」というのが

本音で，先行する局と比べると傾注の度合い

には大きな差がある。

ただし３年の経験の中で，「勝算がないわ

けではない」という感触は得ているという。

独自コンテンツの制作ノウハウも，他の事業

とのシナジー効果を出しつつネット配信単体

でも赤字にならない術は蓄積できてきている

という。将来的には，人気番組の配信に着手

すべく，環境整備は進めているという。

06年３月に社としての動画配信を立ち上げ

たテレビ朝日も，慎重路線を採っている。そ

もそも「テレ朝bb」の時も，個別番組が実

施していたサイトを統合した程度で，多くの

コンテンツが並んだわけではない。他局が
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次々に動画サイトを立ち上げる状況に鑑み，

１社だけ踏み出さないことの意味を考えての

出発だったという。

現在も動画配信の実態に大きな変化はな

い。「有料文化が定着していない日本では，

有料の動画配信は時期尚早」というのが現状

での判断だ。ただし放送との連動には可能性

があると判断し，技術職員だけでなく，文化

系の職員も一緒に放送との連携・展開を考え

る体制を整備している。

2001年６月にネット配信のための会社を作

り，東京キー局の中では最初に番組の配信を

始めたのがテレビ東京だった。しかし当時始

めたのはアニメが中心で，今もその方針は変

わっていない。結果としては，慎重派に属す

ると言えよう。

アニメ中心の理由としては，「VOD事業の

黒字化が容易でないから」という。強いコン

テンツを置くとアクセスが集中し，配信のた

めの帯域を平準化させるのが難しい。結果と

して，配信コストが高くなり，収支均衡が難

しくなるのである。

地上波民放は「横並びで似たような番組が

多い」との批判を時々耳にする。その発言の

適否はさておき，少なくとも番組のネット配

信については，“横並び”という状況は今の

ところ全くない。各局はこれまでの試行錯誤

の中で，それぞれ教訓や知見を得，今後どう

展開するか判断している。そのベクトルは，

積極・慎重に分かれるし，その２タイプの中

でも局によってそれぞれ戦略が大きく異なっ

ている37）。

１．海外の先行事例

テレビ番組のネット配信が08年にようやく

前進し始めた日本に対して，海外のネット先

進地域では，もっと早くから状況は変化して

いた。米国の４大ネットワーク，欧州の公共

放送，ブロードバンド先進地韓国の場合を見

てみよう。

米国の４大ネットワーク

米国４大ネットワークの変化は，日本より

最低２年は早い。06年までに，テレビの人気

番組を悉くネット経由で配信し，パソコンや

携帯端末でも自由に見られるようにしていた

のである。

きっかけは05年10月に動画対応のiPodが登

場した際に，ABCがドラマなどの配信を始め

たこと。それから間もなく，全局がドラマや

トークショーなど人気番組の全てをネットで

配信するようになっていた。

最も中高年層の視聴者が多いと言われてき

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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図14 YouTube上のCBSサイト
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たCBSの変化は，特に劇的だった。学生スポ

ーツを専門に扱うCSTV（College Sport TV）

を買収したり，古いメディアと言われたラジ

オをネットと連携させ話題をとったり，ゲ

イ・コミュニティーのSNSを運営し番組と連

動させたりと，積極的にマルチ・プラットフ

ォーム戦略に打って出た。極めつけは06年10

月，GoogleがYouTubeを買収すると発表し

た同じ日に，CBSは人気番組のショートビデ

オをYouTubeで配信すると発表したのであ

る。

残り２局（NBC・FOX）も，06年までにほ

ぼ同じような方針転換をしていた。４局に共

通するのは，制作された放送番組について，

テレビ・ブロードバンド・CATV・携帯端末

などにどう配信していくと最も効果があるか

を設計するセクションを置いたこと。

目的は大別すると４点あった。まずはテレ

ビ視聴率の向上への貢献。当初はネット配信

がテレビ視聴を侵食すると危惧していたが，

現実は異なっていた。テレビは高画質化に向

かい，ネットは500Kbps程度の画質で大きさ

も限られているため，ネットで見た人も一定

程度テレビに戻ってくる。ネットで従来の非

視聴層に届けられれば，十分テレビ視聴率に

反映するという判断だった。

次に接触率の上昇も，番組のネット配信で

果せるとみた。テレビは中高年，ネット利用

者は若年層という実態を前提に，番組のネッ

ト配信で両層を取り込み，結果として総接触

率を上げられるという認識だった。放送を見

逃した人も，いつでもキャッチアップできる

ネットの効果は大きかったという。

３番目に，iPodなどへの有料配信による収

入だ。年間50億円ちかくを売り上げたNBC

の例もあった。そして４番目，当初心配され

たパッケージメディアの売上に悪影響を及ぼ

すこともなかった。ハイビジョンテレビが普

及する現在，携帯画面と大画面のニーズは異

なり，結果としてDVD売上にマイナスは出

ないという。中にはFOXのように，ネット

の無料配信と同時にDVDを販売しても売上

増につながったという例もある。

以上のように米国４大ネットは，06年まで

の試行錯誤を経て，番組のネット配信は完全

に前提となった。視聴率を上げ，総接触率に

もプラスになり，有料収入増にもつながる。

トータルとして，利益最大化の道があると判

断したのである38）。

米国での判断が，そのまま日本に当てはま

るとは限らない。しかし各種事業の連携の妙

で効果を最大化する知恵が求められている点

は，日本でも変わらないだろう。

欧州の公共放送

欧州では公共放送がテレビ番組のVODサ

ービスに積極的だ。先陣を切ったのはフラン

ス公共放送のFrance Télévisions。05年11月

に番組ネット配信のためのポータルサイト

「Francetvod.fr」を開設した。

視聴するためにはユーザ登録をしてパスワ

ードを取得する必要があった。当初はニュー

スと一部番組が無料だったが，主要番組は有

料だった。しかしサービス開始から10か月で

の登録者数は２万5,000人に留まった。この

結果，利用促進のために，有料番組の多くを

放送後７日間は無料で提供するように方針を

変更していった。その結果，登録者数は急増

し，08年１月までに150万を数えるまでになっ

たという39）。

40
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英国BBCは，「iPlayer」と呼ばれる番組ネ

ット配信サービスを，07年12月から本格稼働

させている。もともとBBCは，02年からラジ

オ番組のオンデマンド配信をしてきたが，

「iPlayer」はそのテレビ版として，04年の技術

実験，05年の実用化実験を経て，本格的にス

タートした。

主なサービスとしては，テレビとラジオ番

組の「サイマル・ストリーミング配信」と「放

送後７日間の見逃しサービス」がある。P２P

技術を使っているため，ダウンロードが基本

なっているが，ユーザが保存した番組ファイ

ルは一定期間で消滅するシステムになってい

る。

利用実績としては，毎日約50万人が，平均

２番組を視聴しているという。想定以上の実

績と位置付けているが，「４年目の終わりに，

全世帯の15％が１日15分利用すること」が

目標になっている40）。

ドイツのZDFも07年９月に，従来からあっ

た動画配信サイト「ZDF Mediathek」をバー

ジョンアップさせる形でスタートした。番組

をオンデマンド，もしくはライブで無料視聴

できるが，ダウンロードはできない。番組の

大半は，１週間から13か月 って視聴する

ことができるのが特徴だ。

もう１つの特徴は，「Francetvod.fr」（フラ

ンス）や「iPlayer」（英国）へのアクセスは国

内からに限定されているが，当サイトでは映

画やスポーツを除き，大半の番組が海外から

も視聴可能にするべく努力している点だ41）。

以上のように欧州の公共放送は，番組の見

逃しサービスを無料で提供している。より多

くの人が，あらゆる手段を通じて，より便利

に“公共的価値”にアクセスできることが，

公共放送の使命という考え方が背景にはあ

る。有料や無料・広告の他に，公共放送とい

う視点でTV番組のネット配信が展開してい

く１つの道が示されていると見るべきだろ

う。

韓国の３大地上波テレビ局

韓国は世帯普及率が７割を超えるブロード

バンド先進国である。90年代末に，経済再生

の柱として，「サイバーコリア21」を政府が

策定し，IT化を推進してきた結果だった。

この流れの中で，テレビ番組のネット配信

も世界の先端を行く。公共放送のKBSと

MBC，そして民放のSBSは，90年代後半には

低画質ながらパソコンへのVODサービスを無

料で始めていた。

その後３局はインターネット事業専門の子

会社をそれぞれ設立し，ビジネス展開を模索

し始めた。番組のネット配信については，画

質を 300Kbps以上に上げて有料化を試みた

り，携帯端末への配信や衛星放送・ケーブル

テレビへの二次利用を含めて，ウィンドウ戦

略を練るようになっていった。さらに06年か

らはIPTVが普及し始め，ハイビジョン画質で

のVODも始まっている。

ほぼ10年の各種トライアルを通じて，韓国

のテレビ局は，以下のような知見を得たとい

う。まず，番組ネット配信は違法配信対策と

して有効。また低画質の無料配信は，本放送

視聴を促す役割を果たす。そして有料配信は，

画質により価格設定を変えることで，収益を

上げることは可能。無料の地上波放送が中心

となったウィンドウ戦略の道が見えつつある

と言えよう42）。

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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２．視聴者の実態

海外の先進例からは，有料，無料・広告，

公共放送など，テレビ局のビジネスモデルに

より，そして事業の目的により，番組ネット

配信の最適な方法が異なることがうかがえ

る。しかし同時に，放送という国内の事情や

視聴者の習慣により，その解は必ずしも同一

でないという事実も忘れてはならない。やは

り基本は視聴者ニーズとなる。

その視聴者のメディア接触について，留意

すべきデータがある。第５章で触れた北京オ

リンピックの際に文研が実施した「全メディ

アに接触可能な先進的な視聴者800人に対す

るネット調査」である。多くの国民が強い関

心を寄せるオリンピックを，先進的な視聴者

は具体的にどう番組や情報にアクセスしたの

かを調べたものだ。

前述の通り，結果はテレビが圧倒的だった。

特に映像メディアに限定すると，地上デジタ

ル放送とBSデジタル放送が突出しており，ワ

ンセグ・デジタル録画機・インターネット（動

画）の利用は少なかった。「毎日２回以上」

もしくは「ほぼ毎日」アクセスした人の割合

でも，地デジが79％，Bデジ53％と過半を占

めていたのに対して，他の３メディアはいず

れも16％以下だったのである。

もちろん利用の実態は，どんな映像がどの

メディアでどう配信されたかにより結果が大

きく異なる。今回のオリンピックでは，ネッ

ト配信に使われたビデオが十分なものとは限

らなかったことは第５章で触れた通りで，こ

の結果だけを以て各メディアの可能性を決め

てはいけない。

しかし同時に，技術的・機能的に優れてい

るから，即視聴者のニーズに合致し利用が進

むと考えるのも早計である。視聴者にもいろ

いろなタイプがある。好み・趣向・価値観が

異なれば，生活実態やメディア接触の目的も

異なる。さらに機械の操作能力やリテラシー

の高低も様々だ。こうした多様な視聴者を前

提とすると，単純でないもの・高度な仕掛け

のサービスがどう受け入れられるのかは，実

態を冷静に判断する必要がある。

エレベート・M・ロジャースによれば，新

しい製品やサービスが人々に受け入れられ普

及していくプロセスは，曲線の度合いはケー

スバイケースだが，一般的にはSの字カーブ

を描くという43）。

全ての人に普及するものの場合，利用者は

42
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採用の順番に５層に分けられる。最初に飛び

つくイノベーター（革新者）が2.5％，次に採用

するアーリーアダプター（初期採用者）13.5％，

続くアーリーマジョリティ（前期多数採用者）

34％，レイトマジョリティ（後期多数採用者）

34％，そして最後まで残るラガード（遅滞者）

が16％だという。

そしてロジャースは，最初の２層が採用し

た時点で，その製品・サービスの普及速度は

早くなり，時間の長短はあるにしろ100％普

及に近づくとしている。よって，アーリーア

ダプターにアピールすることが普及のポイン

トとした。

確かに1920年にアメリカで登場したラジオ

や，1953年に日本で登場したテレビは，この

Sの字カーブを描いて普及した。冷蔵庫・洗

濯機・電話など，ほぼ全ての世帯に普及した

製品やサービスも，だいたい同じような曲線

を描いてきた。

しかし以上の論理は，主にアナログ時代の

製品やサービスに当てはまるもので，ハイテ

ク時代には状況が変わってきたという見方が

ある。ジェフリー・ムーアの「キャズム理論」

だ44）。ハイテク業界では，アーリーアダプタ

ーまでの２層とアーリーマジョリティとは，

採用の目的が大きく異なる。高度な技術や機

能は，特定の層にとってのみ大きな魅力とな

ることがあるからである。つまり16％のとこ

ろにキャズム（溝）があるというのである。

確かにデジタル時代を迎え，高度な技術を

駆使した製品やサービスで，100％普及したも

のは少ない。例えば富山県の旧山田村は，1996

年に村の政策としてパソコンの全戸普及を目

指し，希望した９割の家庭に無料で配布した。

しかし６年を経過した03年の実態調査では，

46％の世帯しか利用していなかった。無料配

布と一般の市場原理を無視したにもかかわら

ず，高齢者世帯の多い旧山田村では，パソコ

ン普及は５割に達しなかったのである45）。

テレビや冷蔵庫などと比べると，明らかに

パソコンは高度で複雑なハイテク製品だ。そ

もそも，テレビや冷蔵庫は，「番組を見る」

「食品を冷やす」など使用目的が明解だ。し

かるにパソコンは，それ自体が使用目的を明

確にしていない。ワープロ・表計算・インタ

ーネット・グラフ作成など，機能はたくさん

あるが単純なメッセージを発していない。特

定の人々が特定の目的のために利用する色彩

が強く，結果として不要と見た人々が多かっ

た。

ブロードバンドは，国策として2010年まで

に「ゼロ地域をゼロにする」として，環境整

備が進んでいる。しかし実際の普及は７割に

届くかどうかと見られている。現在自宅でイ

ンターネットを利用している人は約６割。し

かし週２～３日以上使っている人は３人に１

人，動画を見ている人は15％しかいない 46）。

100％普及のテレビを対象に事業を営んでき

た放送局が，現状15％の人々が偶に視聴する

ことがあるという動画配信の世界でサービス

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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を立ち上げるには，明確な目的と細心の注意

が必要と言わざるを得ない。

おわりに

当稿では，これまでの動画配信の歴史を踏

まえて08年現在を見てきた。テレビ番組のネ

ット配信に挑む事業者が増えていること，そ

して海外では数年早く盛んになっている状況

を確認した。しかし現状では，市場の規模は

必ずしも大きくないことも確認した。

実はインターネットの世界には，これら以

外に今後どう変化するかよくわからない変数

が存在する。代表的なものとしては，ネット

上の情報内容に対する規制問題があり，公平

利用のためのルールの問題だ。

ネット規制については，ネットに関わる犯

罪・いじめ・迷惑行為などが急増しているこ

とが背景にある。違法情報としては，名誉毀

損・著作権侵害・児童ポルノやわいせつ画像

など。有害情報としては，残酷な画像・自殺

を誘因する書込みなど，公序良俗に反するも

のも少なくない。さらに迷惑メール率は今や

全メールの９割以上に達しているという。

こうした状況を受けて，08年６月に「青少

年が安全に安心してインターネットを利用で

きる環境の整備等に関する法律」，いわゆる

青少年ネット規制法が成立した。有害情報に

未成年が触れることのないような措置が盛り

込まれているが，実際はほどほどの規制を暫

定的にかけ，実態を見ながら今後改めて規制

のあり方を見直すという状況だ。規制のない

自由空間だったインターネットが，今後どん

な世界になっていくか，ターニングポイント

に差し掛かっていると言えよう。

もう１つは，帯域の利用規制の問題だ。日

本のインターネット上のトラフィックは，04

年に200Gbps程度だったが，07年には４倍の

800Gbpsを超え，08年中に１テラの大台に乗

ると見られている。ブロードバンド化と動画

など重いデータが流通するようになった結果

であるが，情報の流通量が増えるに従い顕在

化した問題が，誰が伝送システムのコストを

支えるかという問題だ。

技術の進歩で伝送コストは低減するという

見方もある。しかし実態は，コスト低下と競

争するように，トラフィック量が増大し，全

体の負担は減るどころか増加傾向にあるとい

う。しかも１％のヘビーユーザが全トラフィ

ックの４～５割，１割のユーザが６～９割を

占有しているというデータもある。定額制で

急伸してきたブロードバンド網だが，その定

額制ゆえに著しい不公平も生んでいる。何ら

かのルール見直しに迫られているのである。

こうした質的量的な規制の見直しで，ブロ

ードバンド化で出現した「自由」「無料」「使

いたい放題」なネット文化は変容を迫られる

可能性がある。変化がどちらに向かうかは，

予測はとても困難だ。こうした複数の変数を

前提に，決してマスにはなりにくい，多様な

集団を相手に動画配信ビジネスは向き合わな

ければならない。何のために番組配信を行う

のか，どんなメディアと連携し，何をとりあ

えずのゴールとするのかなどを冷静に判断し

ておかなければ，とてもこの激流は乗り切れ

ないだろう。

05年頃の動画配信ブームは，技術・ブロー

ドバンドの普及・利用者のニーズ・送り手の

ノウハウなど，いずれも途上の中で着手され

た実験だった。とりあえず量を追いかけたト

ライアルだったと言っても過言ではない。
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しかし08年の「TV番組ネット配信」元年

は，量のレベルではなく，事業の目的・マネ

ージメントの巧拙・連携の妙など，いわば質

が問われるだろう。それは放送と個別のオン

デマンド配信で，映像表現と事業マネージメ

ントの持つ意味がどう変わるのか，放送事業

者が新たな宿題に向き合う時代と言えるかも

知れない。 （すずき　ゆうじ）

注

１）Next Generation Networkの略。次世代通信網の

意。

２）TV over IP，Television over IP，Internet Protocol

Televisionなどと表記することがある。

３）ITU－Tとは，国際電気通信連合の電気通信標準

化部門のこと。

４）Quality of Serviceの略。ネットワーク上で特定通

信のために帯域を予約し，一定の通信速度を保証

する技術。

５）04年11月10日発表の「NTTグループ中長期計画」

による。

６）現在主流のIPv４は，最大２の32乗（42億あま

り）個のIPアドレスしかなく，やがて枯渇するこ

とが心配されている。IPv６では，２の128乗個の

IPアドレスが使え，IPアドレス空間は飛躍的に増

大する。

７）Integrated Service Digital Networkの略。電話・

FAX・データ通信を統合して扱うデジタル通信網。

８）使用頻度の高い動画を高速な記憶装置に蓄えて

おくことで，短時間に集中する複数のアクセスに

対応するシステム。

９）アクセスが集中するサーバへの負荷を軽減する

ために作成された，同一内容を持つ別のサーバ。

10）ネットワーク上の複数の相手に一斉に同じデー

タを送信するためのIPの追加仕様のこと。

11）Local Area Networkの略。同じ建物の中にあるコ

ンピュータやプリンタなどを接続し，データのや

りとりをするネットワーク。

12）Very high-bit-rate Digital Subscriber Lineの略。下

りが13～52Mbps，上りが1.5～2.0Mbps程度の速

度が出る。

13）Fixed Wireless Accessの略。無線による加入者系

データ通信の１つ。

14）IT関連の出版事業を柱に，デジタルメディア関

連事業も手掛ける。

15）Peer to Peerの略。不特定多数のコンピューター

を相互に接続し，直接ファイルなどのデータを送

受信することを可能にする技術。

16）Pay Per Viewの略。コンテンツを視聴回数に応

じて課金する方式。

17）Average Revenue Per Userの略。加入者１人あた

りの月間の売上高。

18）Attention（注意）・Interest（興味）・Desire（欲

求）・Memory（記憶）・Action（行動）からなる。

1920年代に米国のサミュエル・ローランド・ホー

ルが著作の中で著した論理で，マスメディアでの

CMとの接触から実際の購買に至るまでの消費者

の心理プロセスをいう。

19）電通が提唱したネットを活用する消費者の心理

プロセス。Attention（注意）・Interest（興味）・

Search（検索）・Action（行動）・Share（情報共有）

からなる。

20）ネット販売では，膨大な数の商品を低コストで

扱えるので，ヒット商品の大量販売とは別に，ニ

ッチ商品の多品種少量販売でも全体としては大き

な売り上げとなり，利益を上げられるという経済

論理。

21）05年頃までのネット動画配信事業については，

鈴木祐司「ネットによる動画配信の時代」『放送研

究と調査』2005年10月号に詳細が掲載されている。

22）05年12月27日に報道発表された「通信・放送の

在り方に関する懇談会」開催要綱から。

23）05年12月６日の閣議後に行われた竹中総務大臣

の記者会見から。

24）06年１月８日午前10時から放送されたテレビ朝

日の報道番組『サンデープロジェクト』でのイン

タビューから。

25）電波法第７条第２項第４号で，総務省令で定め

る放送による表現の自由享有基準の総称。放送局

の開設や放送事業者への出資について，少数者に

より複数の放送事業者が支配されることを防ぎ，

多くの者が表現の自由を享受できるようにするた

“通信放送融合”の現在・過去・未来
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めの規制などの規定。

26）７月７日に内閣府の経済財政諮問会議が発表し

た「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2006」のこと。

27）06年６月に参院幹事長室にて行ったインタビュ

ーから。

28）06年の議論の詳細は，鈴木祐司「“通信と放送の

融合”はどう議論されたのか？」『放送研究と調査』

2006年10月号に詳細が掲載されている。

29）ビデオリサーチインタラクティブ社の調査に基

づく。

30）ネットやコンピュータ上の情報を，一定の目的

に沿って表示するソフトウエアの機能。

31）業務提携をする際に，コストや利益をあらかじ

め決めておいた配分率で分けあう契約。

32）Power Line Communicationの略。電力線を通信

回線として利用する技術。

33）ビデオリサーチインタラクティブ社のサブドメ

イン分析による。

34）荒川信治「北京オリンピックはどう見られたの

か～先進的視聴者のメディア接触状況～」『放送研

究と調査』2008年11月号に詳細は掲載。

35）NBCリサーチ社へのヒアリングによる。

36）NHK放送文化研究所が2008年６月に実施した

「全国接触者率調査」による。

37）小川浩司「勃興期のVODマーケット～相次ぎ参

入するプレーヤーの動向～」『放送研究と調査』

2008年12月号に詳細は掲載。

38）鈴木祐司「“融合”が進む米国の通信と放送」

『放送研究と調査』2007年４月号に詳細は掲載。

39）長井暁「世界の公共放送のインターネット展開

第３回 フランス・France TélévisionsとINA」『放

送研究と調査』2008年11月号に詳細は掲載。

40）中村美子「世界の公共放送のインターネット展

開 第２回 イギリス・BBC」『放送研究と調査』

2008年10月号に詳細は掲載。

41）伊藤文「世界の公共放送のインターネット展開

第４回 ドイツ・ZDF」『放送研究と調査』2008年

12月号に詳細は掲載。

42）沈成恩「放送通信融合時代の地上波放送局～韓

国地上波番組のVOD配信を中心に～」『放送研究

と調査』2008年５月号に詳細は掲載。

43）1962年発表の著書“Diffusion of Innovation”に

詳細は掲載。

44）1991年発表の“Crossing the Chasm-Marketing

and Selling High-tech Products Main stream

Customers”が原著。

45）鈴木祐司／村上圭子「“読み・書き・ネット”は

常識か？～番組議論と調査から見る利用実態と今

後の展望～」『放送研究と調査』2007年８月号に詳

細は掲載。

46）NHK放送文化研究所が08年１月に実施した「日

本人とメディア」調査による。
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