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2. 放送型サービスとVODサービス
      　　　～ブロードバンド網～
III. コンテンツ

1. 放送とオリジナル制作 
2. ケーブルテレビ，IP 放送と二次送信
3. ブロードバンド配信と品揃え

IV. まとめ 

I. 公衆向け映像サービスの形態と階層
1　映像サービスの種類

今年2月，知的財産戦略本部のコンテンツ
専門調査会が「知的財産推進計画2006」の策
定に向けて提言を発表した。その第一の目標
である「ユーザー大国の実現」に向けた取組
みの一つとして，具体的に「IP マルチキャス
ト放送の積極的活用」が掲げられている。

同提言の記述によれば，「メディアの融合が
進む中で，ユーザーから見た場合，いわゆる
テレビ放送とIP マルチキャスト放送（ブロード
バンドを利用した放送）との違いはわからない」

（同提言の「3具体策 :目標1の提言1」冒頭より）

「IP マルチキャスト放送」については，こ
れに先立つ昨年7月の総務省情報通信審議会
の第2次中間答申にも大きく取り上げられて
いる。地上デジタル放送への全面移行に向け
た具体的取組みには，「融合」の積極的活用
が必要とし，その中心的なテーマとして，「IP
マルチキャストを用いた通信インフラ」の活
用を緊急のテーマとしている。

はじめに

「放送と通信の融合」が焦点となっている。
確かに，通信網や PC 端末の普及によって，
テレビ放送類似のサービスが急速に拡大して
いる。利用者がその気になれば多様なサービ
スを受けられる環境が整ってきた。

一方，これまでどっしりと中央に位置して
いた地上波のアナログ放送が，5年後の 2011
年には全面的にサービスを停止する。放送局
の送信体制の変更はもちろん，全国のすべて
の視聴者も，なんらかの形で手持ちの受信機
の置換えを迫られている。決して一部の産業
界の話題ではなく，きわめて多くの視聴者の
日常生活に密接に関わる事柄である。

しかし，融合をめぐる論点は多様であり，
放送などの映像サービスとどのように関わる
のか，明解でないことも多いように感じられる。

本稿では，「融合」をめぐるさまざまな議
論や動きを理解するため，映像サービスの種
類ごとにその事業領域間の関係を全体的に見
わたす作業を行いたい。

（内容）
I. 公衆向け映像サービスの形態と階層

1. 映像サービスの種類
2. サービスを構成する事業領域

II. 伝送路と端末
1. 一体型サービスとその変容

      　　　～放送，ケーブルテレビ～

“舞台装置”に見る放送と通信の「融合」 
～映像サービスに関わる事業領域～

          竹内冬郎　　
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デジタル時代の新しい映像サービスとし
て，いま最も注目されているのが「IP マルチ
キャスト放送」といえるだろう。

一方，「ブロードバンド配信」も重要なキーワー
ドである。昨年来，民放キー局が自社が保有す
る番組コンテンツを中心に，ブロードバンドで
の配信提供を始めた。有線放送系 IT 企業とい
われるUSENもインターネット上で無料配信を
始め，その利用会員の急増が話題となっている。

ブロードバンドの利用に関しては，「インター
ネット放送」「ウェブキャスティング」といった
言葉もしばしば聞かれるが，広く「ブロードバ
ンド配信」の概念に含めて考えられるだろう。

いま視聴者が享受可能な映像サービスの形
態として，これら注目の二つと，既存の主要
な二つのサービス形態を加えて，次の 4 つに
類別して見ていくことにしたい。
・ 放送
・ ケーブルテレビ
・ IP マルチキャスト放送
・ ブロードバンド配信

2　サービスを構成する事業領域
各種の映像サービス形態には，放送と通信

の融合議論に関連するいくつかの事業領域が
入り組んでいる。それぞれの領域を区分する
には一つの資料が手がかりとなる。

先述の情報通信審議会第2次中間答申の中に
示されている「通信・放送の融合のテーマ」の
整理である。地上デジタル放送の普及と通信・
放送の融合の関係を考える上で，融合は「端末」

「伝送路」「事業体」「コンテンツ」の四つのテー
マ別に検討する必要がある，としている（表1）。

このうち，「端末」「伝送路」は，映像サービ
スの視点から見るとサービスを実現するための
物理的な手段であり，「ハード」と呼ばれる領域。

「コンテンツ」は，その上で流れるサービスの内
容そのものに関する領域である。「事業体」は，
通信事業を含むそれぞれの事業領域をどのよ
うな事業体としてまとめ，あるいは分離して動
くかという，ビジネスの視点と考えられる。

テーマとされた4つの区分は，放送等の映像
サービス事業を分析的に見る場合にわかりやす
い。ハードやコンテンツの要素別に，その事業
体のあり方を見ていくことで，いま議論になって
いる論点の理解に近づくことができる。

先に示した映像サービスの形態ごとに，各
事業領域がどのような構造になっているか，
見ていくことにしたい。

まず，ハードの領域（伝送路，端末）に焦
点をあてよう 1）。
1）携帯端末向けの各種サービスも始まっており，そのサー

ビス過程の事業関係にも注目すべきだが，本稿では固
定型の伝送路と端末に視野を限定している。

表1　「融合」のテーマ

概　要

① 端末の融合 デジタル放送を受信可能な携帯電話や，インターネットも利用可能なテレビジョン
受信機など，一つの端末が，通信，放送の双方に利用できること。

② 伝送路の融合 通信衛星を利用した放送や，電気通信事業者の加入者系光ファイバ網を用いた放送など，
一の伝送路を通信サービスにも放送サービスにも利用し，伝送路の共用化を行うこと。

③ 事業体の融合 電気通信事業者が放送業に参入したり，放送事業者が電気通信事業に参入するなど，
一の事業者が，放送サービスと通信サービスの双方を提供すること。

④ コンテンツの融合 デジタル放送向けに制作されたコンテンツの二次利用として，インターネットへの
配信を行うなどデジタル・コンテンツを通信，放送相互に利用すること。

情通審答申第 2 次中間答申（05.7.29）概要版「基本的な考え方」より
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II. 伝送路と端末

IP マルチキャスト放送には，「通信」と呼
ばれる伝送路を持ちながらテレビ端末を用い
ること，また，ブロードバンド網を用いるの
にブロードバンド配信とは別の概念で語られ
る点に特徴がある。

IP マルチキャスト放送に限らず，「伝送路」
は，それぞれのサービス形態を特徴づける最
も大きな要素である。「端末」は，利用者の
手元でサービスを実現する機器だが，伝送路
とつながる機能であり，そのあり方に大きく
左右される。また，伝送路は情報流通の物理
的な基盤であり，社会的な重要性から国の規
律のもとにある。

1　一体型サービスとその変容
　　　　　　～放送，ケーブルテレビ～
（1）伝送路としての放送局

放送の伝送路は無線電波である。放送事業
者は「電波法」の規律のもとで，放送を行う「無
線局の免許」を受け「放送局」と呼ばれる。「放
送局」の用語は，本来伝送路に関わる用語だが，
一般にはコンテンツに関わる事業の意味で用
いられることも多い。放送事業が，コンテン
ツと伝送路を一体として行う事業であること
が常識となっているからだろう。しかし，そ
の常識は，放送事業者の数が増え事業形態も
多様化する中で，一部に変化も見られる。

<地上放送 >
地上放送の事業は，映像等のコンテンツ

サービスと伝送路の二つの側面が一体となっ
た事業である。無線電波という貴重なインフ
ラを自ら備えているからこそ，メディアとし
て，視聴者に確実に情報を伝えることができ
る。公衆に向けて一斉に大量の情報を同時発
信できるインフラが，放送が有する「公共性」
の大きな要素になっているといえるだろう。

言うまでもなく，最も基幹的な放送サービ
スであり，受信料制度の NHK を含め，すべ
ての放送局がフリーテレビのサービス形態を
とっていることが最大の特徴となっている。

<BS放送 >
BS 放送の伝送路である放送衛星（BS）は，

当初 NHKとWOWOWが始めたアナログ放送
では，地上波の場合と同様，放送事業者である
両社が共同で調達し，電波免許を得て運用した。

しかし，放送事業者が主要八社やデータ放
送各社に拡大したデジタル放送では，新たな
放送衛星を保有して運用する会社（B-SAT社）
が別に設立され，受託放送事業者として電波
法の放送免許を受けている。放送サービスを
行う NHK や BS 民放局は，この受託放送事
業者に放送伝送路業務を委託する条件で「委
託放送事業者」と「認定」されている。つまり，
伝送路事業とコンテンツ事業は分離されてい
る。ただ，伝送路を担う B-SAT 社には，委
託放送事業者やその親会社である地上キー局
が多く出資して強い影響力を確保している。
もちろん，BS 放送には，この伝送路を共用
する独立データ放送事業者も数多いが，主要
な放送事業者が責任を共有する形で共同設備
を運用するという意味合いが大きい。

表 2　各サービス形態の伝送路と端末
伝送路 端末

放送 無線電波

TVケーブルテレビ ケーブル

IP マルチキャスト放送 ブロードバンド
通信網ブロードバンド配信 PC
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<CS放送 >
CS 放送は，より明確な伝送路・コンテン

ツ分離型である。伝送路である通信衛星を
運用する JSAT 社が受託放送事業者であり，
各チャンネルを保持する番組供給者が委託放
送事業者に認定されている。

CS 放送の伝送路は，使用する衛星によっ
て 3種類だが，大きく東経110度 CS（通信
衛星）とそれ以外（同124度，128度）に区分
できる。110度衛星は，BS 放送の衛星と同
位置にあり，アンテナも端末も，地上放送，
BS と 3波をあわせて受信できるという特徴
があるからである。

（2）端末とその事業
視聴者は伝送路からの信号を，端末を用い

て利用する。放送の端末は主にテレビである。
パソコン機器のなかには，同一 体内に放送
受信チューナーを内蔵し，放送受信端末の機
能を併せ持つものもあり，テレビパソコンと
呼ばれている。こうした端末は，機器メーカー
が販売するものであり，放送事業者が管理す
るものではない。しかし，テレビ放送の受信
端末がテレビ（テレビジョン・セット）と呼
ばれるように，端末の機能は特定の放送伝送
路に対応するチューナーによって，放送事業
と密接に連携する形が担保されている。

<内蔵チューナーとSTB>
テレビ受信機は，通常，ディスプレー機能

とチューナー機能を合体した機器として販売
される。従来のアナログテレビには，地上放
送のチューナーが内蔵されるのが一般的で，
BS チューナーを内蔵するものも多かった。
CS チューナーは一般に内蔵されていない。

アナログテレビで CS 放送を視聴するた

めには，チューナーの外付けが必要となる。
これを提供するのは放送事業側（プラット
フォーム事業 : 後述）である。テレビ本体の
販売が機器メーカーの事業であるのとは異
なっている。有料放送である放送事業者に
とっては，あわせて顧客管理も必要であり，
チューナー機能とあわせた機器を STB（セッ
トトップボックス）として，利用者に提供す
る。

デジタルテレビでは，いまのところすべて
の機種が，地上，BS，110度 CS の 3 つのデ
ジタル放送波に対応するチューナーを内蔵し
ている。そのため，110度 CS 放送の受信に
STB は要らないという特徴がある。

<デジタルテレビの通信端子>
デジタルテレビは，この他にも大きな特徴

を持っている。機器の薄型化，ハイビジョン
化も大きな特徴だが，通信回線とつなぐ端
子が設けられている点も重要である。その主
要な目的は，視聴者の意向など視聴者側の情
報を放送局に収集し，番組内容などデジタル
放送のサービスに「双方向性」を持ち込むこ
とにある。「送り放し」とも揶揄される「一方
向性」を乗り越えるため，視聴者から放送局
への「上り回路」を用意するものだ。これは，
放送局の意図を体現した機能といえる。

しかし，端末は受信機メーカーのビジネス
戦略に則って製造，販売される。メーカーに
とっては，視聴者の満足を得る機器が「好い
商品」であり，コストの低減やなんらかの付
加価値の導入という要素も欠かせない。デジ
タル放送の多様化する機能への対応範囲，通
信系回路からの受信機能の付加，など検討課
題は多い。

この 2月，国内の主要な受信機メーカー 5
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社が共同で，デジタルテレビからインター
ネットへのポータル（玄関）となるサービス
の開発に着手することを発表した 2）。テレビ
が，インターネットコンテンツを受信する際
の共通規格や管理を行うプラットフォーム機
能を開発しようとするものである。
2）シャープ，ソニー，東芝，日立，松下電器の 5 社による

「TVセントリック」と呼ばれる新しいテレビ端末の構想。

<端末に関わる事業者>
機器メーカーが事業主体となる端末におい

ても，有料放送の STB のように利用者との
契約が必要な場合には，端末を放送事業者自
ら管理することが必要となる。

これに対して，無料放送事業では管理は要
らない。だが，デジタル時代の受信コンテン
ツは蓄積利用されやすく，リアルタイム視
聴をサービスモデルとする放送事業にとって
は，無料放送であっても，端末での利用条
件を管理することが必要となっている。現
在，デジタルテレビでは，有料放送事業者の
STB 機能を担う CAS カードが用いられてい
るが，無料放送事業者も，コンテンツ保護の
目的でこれを用いている。

さらに，将来的には，放送事業者によるコ

ンテンツ管理を前提に，蓄積利用を可能とす
る新しい放送方式「サーバー型放送方式」も
検討されている。

端末の機能が増すなか，放送の事業を安全
かつ確実に実現するための放送事業者と機器
メーカーの連携のあり方が，一つの焦点に浮
上しているといえるだろう。

（3）変身するケーブル伝送路
ケーブルテレビも伝送路と一体型の事業で

ある。有線電気通信設備であるケーブルを自
ら敷設し，その伝送路上で映像サービスを
行っている。この伝送路については，制度上

「有線テレビジョン放送法」により，有線放
送を行う施設としての「許可」が与えられて
いる。

ケーブルテレビ事業が利用者と契約する
サービスの内容は，映像コンテンツの提供領
域のサービスだが，伝送路である設備領域の
サービスの側面も持つ。

電気通信事業の規制緩和により，この伝送
路設備を使って，インターネット接続サービ
スや電話サービスに乗り出す事業者もあり，
注目を集める存在となっている。映像サービ
スの面でも，双方向性を生かせる伝送路であ
り，MSO3）である J : COM は，有線テレビサー
ビスに加えて VOD サービスも始めている。
ケーブル伝送路は，一種のブロードバンド網
と位置づけることができる。

地域に敷設されたケーブル設備の事業者
は全国で約500 と微減傾向だが，ケーブルテ
レビの利用規模は近年大幅な伸びを示してい
る。全国の設備全体の利用世帯数は 00年の
約950万世帯から05年には約1,800万世帯と，
この 5年間で 2倍近くに増えている 4）。

 図 1　事業領域の関係　①放送のサービス

放送事業者 機器メーカー

委託放送事業者 受託放送事業者 機器メーカー

有料放送事業者

端末（テレビ・STB）
地
上
放
送

B
S
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
）、

C
S
放
送
の
場
合

Ach Bch
Cch Dch
Ech Fch

Ach Bch
Cch Dch
Ech Fch

伝送路（放送局）コンテンツ



13MAY 2006

映像サービスを行う事業の中で唯一電気通
信事業も併せて営むことができる立場にあ
り，「放送と通信の融合」の最前線にある事
業といえる。

3）マルチプルシステムオペレーター。多数のケーブルテ
レビ局を運営する事業者。

4）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」（06.2.22）資料より。

2　放送型サービスとVODサービス
　　　　　　　　   ～ブロードバンド網～

ADSL や光回線というブロードバンド通信
網を用いる映像サービスには，大別して，二
つのサービス形態がある。多くの視聴者に向
けて同時に同一内容を発信する放送型のサー
ビスと，利用者がいつでも見たいときに見た
いコンテンツを選んで視聴することができる
VOD（ビデオオンデマンド）サービスである。
通信網の上で双方向性を生かしたコンテンツ
送信を行う「VOD」は，通信型の映像サービ
スということができるだろう。

IP マルチキャスト放送（以下，「IP 放送」
と略記）が，その他のブロードバンド配信と
区別される特徴は放送型サービスとその伝送
路にある。伝送路の種類分けにしたがって，
それぞれのサービス形態を見ていこう。

（1）通信伝送路を使う放送
IP 放送は，送信する信号の形式は IP（イ

ンターネットプロトコル）であり，送信の伝
送路としてはブロードバンド通信網を用いて
いる。その点では，インターネットによるブ
ロードバンド配信と同様である。

だが，IP 放送が用いる伝送路は，インター
ネットではない。特定の電気通信事業者が管
理するブロードバンド網を用いて行われる
サービスであり，開かれたインターネット（次
項参照）には接続していない。この点は誤解
が起こりがちで，議論が混乱することも多い
ようだ。
<通信事業とインターネット>

一般に，電気通信の設備やそれを提供する
電気通信事業のことを，略して「通信」と呼
ぶことが多い。だが，「通信」とは，本来通
信回線上で利用者同士の行為として行われ
る情報のやりとりのことであり，「電気通信
事業」は，通信設備の利用環境を提供する事
業を指す。通信の内容は通常「私信」であり，
電気通信事業者には，その秘密を守る義務が
課せられている（電気通信事業法第4条）。

つまり，伝送路上の通信の内容（コンテン
ツ）は，伝送路である通信設備やその事業と
は，まったく切り離されたものである。制度
的にも，利用者がやりとりするコンテンツに
は当然なんの規制もないが，社会的に重要な
情報インフラである電気通信設備やその役務

（サービス）提供の事業は，電気通信事業法
等の制度のもとにおかれ，勝手に事業を営む
ことはできない。

一方，インターネットは，世界中の通信網
が接続されたものであり，その全体を管理す
る電気通信事業者は存在しない。ただ，イン

図 2　事業領域の関係　②ケーブルテレビ

ケーブルテレビ事業者

Ach Bch
Cch Dch
Ech Fch

伝送路（ケーブル）コンテンツ

機器メーカー

ケーブルテレビ事業者

ケーブル

端末（テレビ・STB）

表 3　ブロードバンド配信のサービス形態と伝送路
サービス事業者 サービス形態 伝送路（ブロードバンド） 伝送路事業者

サイト運営者 VOD

IP マルチキャスト放送

インターネット ─

IP マルチキャスト
放送事業者

管理された
通信回線

電気通信
事業者
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ターネットを利用するためには，既に利用し
ている通信網から「開かれた」インターネッ
トに接続する作業が必要となるため，接続事
業であるインターネットサービスプロバイ
ダー（ISP）が必要となる。インターネット
利用者は，ISP と契約すれば，管理する事業
者のいない開かれたインターネットに乗り出
し，情報の発信者として，あるいは受信者と
して，自由な利用を行うことができる。
<IP 放送に関わる事業者>

IP 放送の伝送路は，電気通信事業者が管
理する「閉じた」ブロードバンド網である。
だが，映像サービスを行う IP 放送事業者自
身が，電気通信回線を管理しているわけでは
ない。IP 放送事業は，「伝送路」と分離され
た映像サービス事業である。

IP 放送の事業は，電気通信事業のサービ
スを提供する側ではなく，これを利用する側
なのだが，公衆向けのコンテンツ提供を行う
ためか，放送系の制度の規制を受けている。
02年に施行された新しい法律「電気通信役務
利用放送法」によって，事業を申請し登録す

ることが必要となる。
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」（06.2.22）の資料によれば，
05年末現在，IP 放送を行う有線電気通信役
務利用放送事業者として 4事業者が登録され
ている（表4は同資料をもとに作成）。

伝送路である通信回線を提供している事業
者を見ると，ブロードバンド網サービスで熾
烈な競争を繰り広げる電気通信事業者が顔を
揃えていることがわかる。
<放送型サービス>

IP 放送が，「ユーザーから見た場合，いわ
ゆるテレビ放送との違いはわからない」（8
ページ参照）といわれる所以は，IP マルチ
キャストという技術を用いて，多数の視聴者
に同一内容を同時に届けることを可能にし，
しかも送信側の編成に従って一方向的な送り
方をしており，その点では放送と同様だから
である。

放送や有線放送に関する規定を持つ法は，
情報通信系の法律と著作権法があり，いま両
制度の間で「IP 放送は著作権上の放送にあた
るか」という議論を呼んでいる。制度的な位
置づけはともかく，「同一内容が同時に，送
信側の編成に従って公衆に届けられる」送信
サービスは，視聴者にとって放送と類似の
サービスといえるだろう。

IP マルチキャストは，ブロードバンドを
含む通信回線網の上で困難のある「大容量コ
ンテンツの同時一斉送信」を相当程度まで可
能にした技術である。だが，インターネット
のように配信先が限定できない世界的な広が
りだと，この技術も対応することはできない。
閉じた通信回線であればこそ，回線網上のあ
らゆる配信先をターゲットに，マルチキャス

表 4　IP 放送事業と伝送路

サービス
開始 サービス名 事業者 サービス

概要
その他

サービス 出資企業等 回線提供

03 年
3 月 BBTV ビービー

ケーブル（株）
41

チャンネル
VOD

（約 5,000 本）
ソフトバンクBB
が 100%出資

BBテクノ
ロジー

03 年
12 月

光プラス
TV KDDI（株） 30

チャンネル
VOD

（約 4,500 本）

*ジャパンケーブル
ネットワークホー
ルディングスの株
を50% 弱取得予定

KDDI，
NTT 東
西，東京
電力

04 年
7 月

4th
MEDIA

（株）
オンライン
ティーヴィ

50
チャンネル
以上

VOD
（約 5,000 本）

ジュピターTV，
東北新社，日本
経済新聞社が主
な出資者

NTT 東
西（ぷら
らネット
ワークス）

05 年
6 月

オンデマンド
TV

（株）
アイキャスト

21
チャンネル

VOD
（約 3,000 本）

伊藤忠商事が
100%出資

NTT 東
西（オン
ディマン
ド TV）



15MAY 2006

トすることができるのである。
<テレビ端末による視聴>

また，IP 放送の受信端末は，テレビを想
定している。送信形式は IP（インターネッ
トプロトコル）だが，ケーブルテレビの場合
と同様，番組の視聴には，画面の大きさやハ
イビジョン化の流れも踏まえて，テレビがベ
ストとの考え方が事業者には共通しているよ
うである。テレビへの接続のため STB を使
用しているのも，ケーブルテレビと同様であ
る。IP 放送は，電気通信役務利用放送の名
が示す通り，ケーブルテレビと並んで「融合」
の最前線にある事業の一つだといえる。

（2）インターネット・管理者のいない伝送路
ブロードバンド配信と呼ばれるもののう

ち，主要な映像サービスは，表4 に IP 放送
事業者が行う「その他サービス」として記さ
れる「VOD サービス」である。その伝送路は，
IP 放送の場合と同様，管理された通信回線
でありインターネットは用いていない。

一方，VOD サービスには，「開かれた」イ
ンターネットを使うものも多い。管理者のい
ない通信回線網である。

ここでは，伝送路の視点から，インターネッ
トを用いるブロードバンド配信を中心に見て
いくことにしたい。
<インターネット上の配信サイト>

インターネット上では，発信者側も受信者
側も等しくこの伝送路の利用者であり，サイ
トとのコンテンツ利用契約は，バーチャルな
市場で出合った発信者と受信者の二者間の自
由行為として行われる。利用者の契約してい
る通信回線や ISP がどの事業者とのもので
あっても，提供するサイトが設定する条件を
受け入れれば，配信サービスを受けることが
できる。

サイト上で展開される映像サービスは，ス
トリーミング（逐次再生視聴），ダウンロー
ド（端末蓄積）といった送信方式の別がある
が，いずれも，多くのコンテンツを用意し，
利用者がいつでも好きなときに視聴できる

「オンデマンドサービス」である。USEN が
行う「GyaO」や日本テレビの「第2日本テレ
ビ」など本格的な事業として行うサイトから，
個人的なサイトまで，サービス主体は多様で
幅広い。

サイトの中には，コンテンツをライブでス
トリーミング送信し，あたかも放送のよう
な感覚で利用できるサービスもある。例えば
NHK のサイト「NHK オンライン」では，ラ
ジオ国際放送の世界各言語によるニュース等
を聞くことができる。

コンテンツを発信する事業のビジネスモデ
ルとしては，対価を設定する有料サービスも
あれば，広告に依拠する無料サービスもある。
だが，インターネットには，ビジネス目的で
はないフリーコンテンツも多く，発信者の意
志による多様なサービス形態が特徴である。
<インターネットの不安要素>

送受信ともに利用が自由である反面，イン
ターネットの特性には不安な要素もある。

まず，回線や発信側の蓄積サーバーは，い

図 3　事業領域の関係　③ IP 放送

BB

IP 放送事業者
（通信利用放送事業者）

Ach Bch
Cch Dch
Ech Fch

伝送路（ブロードバンド）コンテンツ

機器メーカー電気通信事業者

IP放送事業者

端末（テレビ・STB）
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くらブロードバンド化しても利用者の数に比
べればその容量に限界がある，という点。具
体的には，同時に大量のアクセスが集中すれ
ばパンク状態となり，目的のコンテンツだけ
でなく回線自体に大渋滞が発生する。

高画質の映像コンテンツのデータ量は大き
い。その大量の利用を期待する映像配信事業
が，成功を得た場合には，この点が大きな問
題に浮上する可能性がある。一部の事業者の
ために，誰もが自由に無料で利用できるイン
ターネットの便利さが，阻害されるわけであ
り，配信事業が個人の利用と同様に無料で利
用し続けることが許容されるか，という問題
ともなる。

もう一つは，サービスの確実性や安全性を
保証し安心を与えてくれる第三者がいない，
という点である。どの回線でも自由に渡り歩
くことができるのは，インターネットの魅力
の原点だが，それを生み出す「管理者がいな
い」という構造は，魅力と表裏一体の不安要
素ともなっている。

（3）端末としてのパソコンの利用
インターネット配信サービスのコンテンツ

を扱うのは，基本的にはパソコンである。
パソコンの本来機能は利用者によるデータ

処理だが，処理するデータの取り込みや送信
のために通信端末としての機能が付加されて
いる。通信端末機能はテレビ受信機のように，
特定の事業者からの特定の技術方式に対応す
る仕様にはなっていない。

パソコンは，取り込んだあらゆる信号を蓄
積し，加工し，複製し，送信することができ
なければならない。

ところがこれは，映像サービス事業の受信

端末としては大きな障害となる。事業が扱う
コンテンツはビジネス用コンテンツであり，
不特定のアクセス者による自由な利用に向け
て公開されるフリーコンテンツとは性格が異
なる。その結果，パソコンを映像サービスの
端末にしようとすると，利用者の利用行為を
管理する「DRM（デジタル・ライツ・マネー
ジメント）」の技術を施すことが不可欠となる。

しかし，サービス事業とパソコンメーカー
との関係は，特定の技術方式などを協議しあ
う関係ではない。DRM のようなサービス管
理のための技術も，サービス事業者の自己責
任で用意しなければならないのである。

この点，放送サービスにおいては，放送事
業者と受信機メーカーの間で技術規格を話し
合う場があり，放送事業者の技術的な運用規
定を衆知し，メーカーはこれに基づいて受信
端末を製造するというシステムが確立してい
る 5）。これによって，放送事業者の意図が端
末上で反映しやすい形が担保されている。
5）各種放送波の技術規格は，放送，通信，機器メーカー等

の事業者が参加するARIB（社団法人電波産業会）の場
で情報共有されている。

III.コンテンツ
視聴者にとって，享受するコンテンツが「多

様性」を増すことは，デジタル時代がもたら
した恩恵の一つと考えられる。

「伝送路」や「端末」というハード領域を見

図 4　事業領域の関係　④ブロードバンド配信（インターネット）

BB

配信事業者

双方向 双方向

伝送路（ブロードバンド）コンテンツ

機器メーカー電気通信事業者・ISP

インターネット

端末（パソコン）
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ると，映像サービスに関わる事業の多様性は
増しているのだが，それは，視聴者が映像サー
ビスを受ける目的としての「コンテンツ」の
多様性につながるものだろうか。

次に，各サービス形態は「コンテンツ」の
領域において，どのような事業構造を持って
いるのか，目を向けてみよう。

コンテンツ種類の多様さは，多チャンネル
放送が売り物となるケーブルテレビ事業者の
サービスメニューに見ることができる。ケー
ブルテレビ事業者のサービスメニューでは，
チャンネルの種類がその性格によって区分さ
れているのが一般的である。

一つは，地上波などフリーテレビ放送を
受信して二次送信する「再送信チャンネル」。
もう一つは，自社が自主的に編成した「自主
チャンネル」である。自主チャンネルのなか
にも，自社の独自コンテンツを中心に外部か
ら調達した番組も含めて編成した「コミュニ
ティチャンネル」と，外部の番組供給者が編
成して既にチャンネルの形となっている「コ
ンテンツの集まり」を調達し送信するものの
2種類がある。

これを参考に，コンテンツの種類を区分す
ると，次の 4種類に整理できるだろう。
・ オリジナル制作
・ 既製の番組の調達
・ 既製のチャンネルの調達
・ 放送されるチャンネルの再送信

4種類の区分を意識しつつ，それぞれの
サービス形態を見ていこう。

1　放送とオリジナル制作
放送コンテンツの様相は，それぞれの放送

事業者の立場によって異なり，必ずしも一様
ではない。だが，NHK を始め民放キー局な
ど地上放送の中心的な放送事業者は，自社制
作を中心に「オリジナル制作」を基本とする
体制をとっており，映像サービス全体を見わ
たすなかできわ立った特徴となっている。

これらの放送局が，放送伝送路を一体事業
として運用し，報道や文化を担うオリジナル
のコンテンツを制作，発信することが，わが
国の放送秩序の基本となっている。

これらの放送事業者にとって，コンテンツ
事業とは，単なるコンテンツの流通事業を指
す言葉ではない。自ら取材制作したコンテン
ツを，責任を持って視聴者に送り届ける事業
である。例えば，この 3月に NHK が公表し
た「NHK 放送ガイドライン」は，取材制作時
の放送人としてのスタンス，モラルを具体的
に定めるものとなっており，取材制作の領域
にこそコンテンツ事業の根幹があることを示
している。

2　ケーブルテレビ，IP放送と二次送信
（1）重複する多チャンネル

放送やケーブルテレビ等での多チャンネル
化により視聴可能なコンテンツの幅が広がっ
た。現在東京圏で視聴可能なチャンネルは
385 にも及ぶというデータがある 6）。しかし，
このデータには「重複を含む」との注記があ
る。つまり，ケーブルテレビや IP 放送で多
チャンネルサービスとされているチャンネル
は，一般的には，すべてが CS 多チャンネル
放送から選択したものである。



18 　MAY 2006

6）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」（06.2.22）資料。385 の内訳は，地上 9，
BS31，CS283，CATV62。

<チャンネルの調達>

ケーブルテレビの場合，地域に密着した自
主制作もセールスポイントだが，もともと地
上放送の再送信から事業が始まった経緯もあ
り，伝送路を用いた，放送チャンネルの再送
信のウェートが大きい。IP 放送のメニュー
も，CS 多チャンネルから調達するチャンネ
ルがほとんどである。したがってこれらの放
送サービスによって，CS 多チャンネルの直
接受信にはない新たなコンテンツを得られる
可能性は非常に小さい。

映像サービス事業の増大に伴って，番組コ
ンテンツやそれを束ねたチャンネルを調達す
る業務が重要性を増している。この業務は「コ
ンテンツ・アグリゲーター」と呼ばれ，映像サー
ビス事業から独立の事業として，広く多数の
事業者に供給する役割を持つケースもある。

<地上デジタル放送の再送信>

いま焦点となっている IP 放送による地上
デジタル放送の再送信も，既製の外部チャン
ネルの調達である。この場合には，CS チャ
ンネルを調達する場合と異なり，再送信同意
という形で無料での調達が可能となる。

再送信サービスは，ケーブルテレビでは既
に可能になっているサービスである。焦点の
議論は，放送電波が到達せず，ケーブルテレ
ビの施設も無い場面で，地上デジタル放送の
伝送路としての有効性を期待する議論なのだ
が，その他の地域においては，視聴者にとっ
て新たなコンテンツの魅力を付け加えるもの
ではない。

また，伝送路の項で見たように，IP 放送

事業は，伝送路を持たずに映像サービスを行
う事業である。伝送路機能を持たない IP 放
送事業者に，「再送信」という二次伝送の機
能を期待する形になっている。しかし，地上
デジタル放送が期待すべき伝送路の機能は，
ケーブルテレビの場合と異なり，ブロードバ
ンド網を運用する電気通信事業者が持って
おり，IP 放送事業者が再送信を行う場合に
は，映像サービス事業自体が，地上放送事業
と IP 放送事業の二段階に重層化される構造
になる。視聴者の契約負担の観点からすれば，
非効率の感を否めない。

（2）番組供給者とCS多チャンネル放送
地上デジタル放送の再送信と同様の重層構

造は，CS チャンネルをめぐる仕組みにより
顕著に見ることができる。その事業者間の関
係は重層的であり，複雑，難解なものとなっ
ている。
<変遷する番組供給者の立場>

CS 放送の各チャンネルを供給する放送事
業者は，以前は放送事業者ではなく，通信衛
星を利用してケーブルテレビにチャンネルを
供給する「番組供給者（番供）」だった。その
後の歴史にはいくつかの変遷がある。

92年に放送法が改正され，それまで電気
通信事業であった通信衛星（CS）事業が，視
聴者による直接受信も可能な「衛星放送局」
となり，その伝送路を用いてチャンネル供給
する「番組供給者」は放送法に位置づけられ
る「委託放送事業者」となった。

これにより，番組供給者は CS 放送事業者
として直接受信の視聴者との有料契約を獲得
できることになったのだが，番組供給事業に
は，個々の受信者との契約や営業を行う体制



19MAY 2006

は整っていない。そこで，多数の放送事業
者のチャンネルを一つに束ね，有料契約の業
務やデジタル送信の業務にあたる「プラット
フォーム」事業が創設された。

その後，02年には「電気通信役務利用放送
法」の登場により，衛星放送事業でも，伝送
路と放送サービス事業を分離する制度が適用
され，伝送路をになう受託放送事業は通信事
業に，チャンネルサービスをする委託放送事
業は衛星通信役務利用放送事業に，制度変更
されることになった。

現在は，放送事業者によって制度の選択が
異なるため，両制度が混在する状態となって
いる。

度重なる制度の変更は，放送による通信回
線の利用を拡大するとともに，放送事業への
新規参入を容易にする目的があるものと考え
られる。伝送路の分離により，設備への投資
という新規参入の大きなハードルが除かれた
ほか，新たな制度では，届出により登録を済
ませれば事業を行えることになり，事業の改
廃も柔軟になった。
<CSプラットフォーム事業>

96年に始まった CS 多チャンネル放送のプ

ラットフォーム事業は，その後の統合や廃業
を経て，現在，スカイパーフェクト・コミュ
ニケーションズ（スカパー）の一社に統合さ
れている。100社を超える CS 放送事業者の
チャンネルコンテンツは，すべて，スカパー
の多チャンネルメニューにまとめられる。

視聴者から見ると，あたかもスカパーが放
送事業者であるかのように見える。だが，プ
ラットフォーム事業には放送制度上の位置
づけはない。スカパー社は，伝送路である通
信衛星事業者（受託放送事業者）の JSAT 社，
および各放送事業者と，業務代行の契約をし
て事業を行っている。スカパー社の公表資
料（図5）にあるように，その代行業務は，放
送事業者側の業務と伝送路事業者側の業務の
両面にわたる。視聴者の有料放送契約もスカ
パーが担当するものの，契約当事者はそれぞ
れの放送事業者である。
<ケーブルテレビとの番組供給契約>

CS チャンネルのケーブルテレビでのサー
ビス事業については，スカパーを介すること
なく，放送事業者（番組供給者）とケーブル
事業者とが契約している。直接受信を担当す
るスカパーの事業とは，むしろ競合する関係

図 5　プラットフォームの役割

（株）スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 企業・IR 情報より
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といえる。多くは，CS 放送電波を再送信す
る形で信号を調達しているが，ケーブルテレ
ビ事業における位置づけは「自主チャンネル」
であることが多い。地上波などの「再送信チャ
ンネル」とは違う位置づけである。

自主チャンネルと再送信チャンネルの間に
は有テレ法上の位置づけに違いがある。自主
チャンネルには放送法の条文による「放送番
組の編集等に関する通則」を遵守する義務が
あり，内容上の規律（放送法第3条の 2：次
項参照）や番組審議会の設置義務が生じるが，
再送信チャンネルにはそれがない。

また，権利処理契約7）にも差異があるのだ
が，自主チャンネルと再送信チャンネルの位
置づけのあいまいさが残るため，一部のケー
ブルテレビ局と権利者団体である JASRAC
との間の係争事件も起きている 8）。

一部の IP 放送やケーブルテレビ事業者は，
チャンネルの調達方法として，CS 波の再送
信ではなく，衛星伝送や光回線伝送の形で放

送事業者（番組供給者）から直接調達する方
法を取っている。制度的に義務の多い「自主
チャンネル」であることは明確になるが，番
組供給者が編成したチャンネルの二次送信で
あることに変わりはない。その場合の IP 放
送やケーブルテレビの役割は，CS 直接受信
放送の場合のプラットフォーム事業に似てい
るということができる。

多チャンネル放送をめぐる事業者や制度の
変遷を見ると，放送への新規参入の形は進展
したものの，コンテンツが届くまでの複雑さ
だけが増したような印象を受ける。そのサー
ビス数やチャンネル数の増加ほどには，視聴
者が選択できるコンテンツの多様性が広がっ
たようには思えない。
7）自主チャンネルと再送信チャンネルとでは JASRAC

との契約が異なり使用料も異なる。
8）05 年 8 月 30 日知財高裁判決。

3　ブロードバンド配信と品揃え
映像サービス事業として行われるブロード

図 6　多チャンネル放送のコンテンツ事業領域
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バンド配信の基本は VOD サービスである。
VOD サービスには品揃えが不可欠であり，
幅広く大量のコンテンツが用意される必要が
ある。無論オリジナルコンテンツもあるが，
多くは既製のコンテンツの調達である。種類
は，映画ソフト，アニメーション，放送番組
のほかビデオ作品なども多い。

映像配信事業は，コンテンツをデジタル化
してサーバーに取り込みネット利用を可能に
する技術的な要素が大きい事業だが，いっそ
う重要なのは，国内外のコンテンツホルダー
から使用許諾を得てコンテンツを調達する

「アグリゲーター業務」である。
もともと，VOD サービスへの期待は，多

様な利用者がそれぞれの好みで，見たいとき
にアクセスできる，という点にある。放送の
ように何百万，何千万もの人が同時一斉的に
視聴するのを期待する事業ではない。ビジネ
スとしては，小さな利用を長期にわたって積
上げていくというモデルである。長期間にわ
たって僅かのアクセスしかないコンテンツも
多いはずだ。利用頻度には個別の落差が大き
く，関係者間で権利料相場や支払いのルール
を共有するまでには難航が予想される。

一方，電通が民放キー局各社とともに配信
事業に参加するとの発表もあり，無料広告モ
デルの動きも強まっているが，広告媒体が本
格的に変動するものかどうか，上述の媒体特
性からすると，こちらも検討はまだこれから，
という段階だろう。
<個人発信コンテンツと放送コンテンツ>

インターネット上のサービス全体を見ると，
ブログの急成長や，「会員制の個人放送サイ
トを開設」「個人の映像配信のための動画編
集サービスを開始」といった個人発信を想定

する話題も多い。過去番組や映画など既製の
コンテンツの配信よりも，むしろ，個人サイ
トや個別性を生かした動きに，元気さが目立
つといってもいい。個人の表現としての自由
な発信であり，まさにオリジナルな自主コン
テンツの可能性の広がりを見ることができる。
そこには，内容上の規制はもちろんない。

対照的に放送の場合を見ると，放送は表現
の自由が大原則だが，その前提として一定の

「規律」があることがよく知られている。放
送法の第三条の 2 に，「公安及び善良な風俗
を害しない」「政治的に公平」「報道は事実を
まげない」「意見が対立している問題は多く
の角度から論点を明らかにする」と，編集に
関する規律が明記されている。この規定は，
NHK や民放はもちろん，委託放送事業者に
も，ケーブルテレビ事業者や，IP 放送，お
よび CS の電気通信役務利用放送事業者の自
主チャンネルにも課せられる規定である。

放送コンテンツに課せられるこうした規範
は，インターネット上のコンテンツと対照をな
す。デジタル時代のコンテンツサービスの公
共性を考えるうえで，重要なポイントだろう。

IV.まとめ～多様性をキーワードに
表5 にまとめたように，映像サービスの各

形態について，伝送路と端末，そしてコンテ
ンツの領域で，そこに関わる事業者の関係を
見てきた。

それぞれの領域で，事業者の関係をめぐっ
て多くの論点が広がっている。例えば，放送
受信端末の通信機能や蓄積機能の持ち方であ
り，多様化する放送サービスにおける通信伝
送路の使い方であり，通信伝送路上での公衆
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向けコンテンツ発信のあり方である。さらに，
放送サービス事業に接する形で，ブロードバ
ンド配信を含むインターネット上のサービス
への接続や，固定電話，携帯電話の事業との
一体サービスの可能性が広がっている。

そうしたなか，多くの論点が，伝送路事業
や二次送信等の流通事業に集中し，コンテン
ツそのものや，コンテンツの担い手に関する
議論はあまり聞かれないように思える。

地上放送を始めとする基幹的な放送サービ
スは，多様で適確な必要情報を，格差なく視
聴者に送り届けるサービスであり，そのため
に伝送路を一体として運用する事業である。
放送制度はそれを基本として公衆向けコンテ
ンツのサービスに関わる規律の体系を設けて
いる。それに対して，通信サービスは，コン

テンツ（通信内容）に関わらないことを基本
とする伝送路サービスである。通信制度の視
点は，電気通信回線など情報通信インフラと
しての伝送路事業の取扱いが中心となる。通
信と放送の融合の論点として「コンテンツの
担い手」の視点が薄くなりがちなのは，ある
意味で必然的なことなのかもしれない。

しかし，映像サービスの本質，とりわけ放送
サービスの本質は，あくまで視聴者が必要とす
るコンテンツの提供である。ブロードバンド網を
活用した情報通信産業の進展に映像サービス事
業が深く関わるのは時代の趨勢だが，そこに求
められる新たな秩序においても，視聴者との関
係で果たすべき放送事業者の「コンテンツの担
い手」としての役割が最も重要なテーマであるこ
とは変わらないだろう。     （たけうち ふゆろう）

表 5　まとめ

コンテンツ 伝送路 顧客（視聴者）
対応機能 端末

制　作 調　達 チャンネル
編成 STB 受信機

地上放送 ◎ ○ ◎ ◎地上波 ◎ － ＊

BS デジタル放送 ◎ ○ ◎ ★○ BS 波 ◎ － ＊

CS 放送 ◎ ○ ◎■ ★■ CS 波 ■ ■ ＊

ケーブルテレビ ○
◎

（再送信・チャ
ンネル調達，番

組調達）
○ ◎ケーブル ◎ ◎ ＊

IP マルチキャスト放
送 －

◎
（チャンネル調
達，番組調達）

○ ★通信 ◎ ◎ ＊

ブロードバンド配信
（インターネット） ◎ ◎ ○

（品揃え）
インターネット

（★通信・ISP） ◎ － ＊

<事業主体の種類>
○ 映像サービス事業者 ■ 顧客対応（プラットフォーム）事業者
★ 伝送路 ( 電気通信）事業者 ＊ 機器メーカー

<映像サービス事業者の各領域にかける重さ> 
小← ○ ◎ →大
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ことば
言葉
コトバ

キリスト教式の結婚式に列席した。神父

が「罪深い」ということばを「ツミフカ

イ」と，「深い」を清音「フカイ」で発音していた。

日常「ツミブカイ」と濁音で聞くことが多

いので，清音の「ツミフカイ」という発音は

やや古風な感じがした。

複合語の連濁（結合したふたつの語で，後

ろの語の語頭の清音が濁音に変わる）にはあ

る程度法則があるが，さらに解き明かす手

がかりを探すため，まず辞書を調べてみた。

およそ100冊の辞書のうち，下記の辞書

は清音の「ツミフカイ」を主見出しで載せ，

濁音の「ツミブカイ」を参照見出し〔ツミブカ

イとも〕として記載していたが，数は少ない。

『国語辞典初版』（三省堂・1961），『新

国語中辞典』（三省堂・1967），『広辞林第

6 版』（三省堂・1983），『現代国語例解辞

典第2 版』（小学館・1993），『日本国語大

辞典第2 版』（小学館・2000）など 10冊

たらずであった。

そのほかの辞書は，濁音の「ツミブカイ」

が主見出しで，清音の「ツミフカイ」を参照

見出しに掲載し，なかには清音を参照見出

しにすら載せていない辞書もある。

ところで，「深い」が後ろにつく語で清音

を主見出しにしている語がほかにあるのだ

ろうか。

『逆引き広辞苑』と，インターネットで公

開されている『大辞林』で「～深い」を調べて

濁音 ?清音 ?
罪深い「深い」の読み

みた。『逆引き広辞苑』では19語すべて「～

ブカイ」と濁音であった。また，『インター

ネット大辞林』には 27語記載されていた。

それを細かく見ると清音の「～フカイ」を主

見出しにしている語が2語。それは「奥深い」

と「底深い」で，参照見出しとして〔オクブカ

イとも〕〔ソコブカイとも〕となっていた。一

方，濁音を主見出しに載せ，参照見出しで〔～

フカイとも〕と清音を記載している語は，「興

味深い」「草深い」「欲深い」の3語である。

それ以外に「深い」がついた残り22 語は，

主見出し語がすべて濁音「～ブカイ」であ

り，参照見出しは無い。「意義深い」「疑い

深い」「遠慮深い」「罪深い」「情け深い」「用

心深い」「嫉妬深い」「執念深い」「慈悲深い」

「注意深い」「慎み深い」などである。

一般に，連濁しやすいのは，音として「ん」

のあとに来る場合（回転・ずし）などがあり，

逆に連濁しにくいのは，前の語が後ろの語

の目的格になる場合（もの・書き），後部の

2音目が濁音の場合（ひとり・旅），前部と

後部が対等である場合（田
た は た

畑）など，語の複

合によって変わるが，形容詞が接続した場

合の研究事例は少なかった。

今回の「～深い」は濁音で発音しておけば

少なくとも問題がないと言えるだろう。

あのときの神父のことばは，“興味深い”テー

マと同時に，連濁は“奥深い”という教訓を与

えてくれた。  　　坂本 充（さかもと みつる）




