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[1] 携帯電話をめぐる企業の関係

携帯電話事業については，NTT ドコモ，
KDDI，ボーダフォンの 3社がこれまで契約
者の獲得競争を展開してきた。しかし去年
11月，総務省は BB モバイル，イー・モバイ
ル，アイピーモバイルの 3社を新規参入事業
者として，新たな帯域を使用する特定基地局
の開設を認可すると発表した。

しかし BB モバイルを傘下に持つソフトバ
ンクは，今年3月に英ボーダフォンから，日

はじめに

4月10日に千代田放送会館にて開催したシ
ンポジウム『“どこでも”テレビの時代』には，
業界関係者を中心に 380人の参加があった。
ワンセグ・サービスについて，放送文化研究
所が実施した世論調査や関係団体調査などの
データを交えて，放送事業者・携帯電話キャ
リア・コンテンツの調達制作企業・技術開発
会社による議論を行った。

4月1日から始まった地上デジタルの特徴
の 1 つワンセグは，携帯電話やカーナビなど
で鮮明な画像を楽しめるサービスである。4
月時点では 29都府県でスタートし，今年中
に 47都道府県すべてで始まり，2010年頃ま
でに“あまねく”普及となる予定である。

またワンセグ以後，携帯端末で享受できる
映像の世界は，デジタル技術の進化により今
後いっそう広がっていく可能性がある。そう
した領域で新たなビジネスを展開しようと考
えている事業者も少なくない。さらに携帯電
話は，放送受信機能の他にも，決済や認証な
ど，さまざまな分野にわたって高機能化して
いこうとしている。

そこで本稿では，文研が実施した各種調査
の結果と今回のシンポジウムでの議論に基づ
き，携帯端末への映像配信サービスの現状と
今後の展望を整理してみたい。

“どこでも”テレビの時代

          鈴木祐司　　

特集・新しい放送サービスを展望する
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本法人の株97.7% を，総額1兆7,500億円で
買収する契約を結んだと発表した。この結果，

「既存3社 対 新規3社」の構図が崩れ，新た
な競争の枠組みができることになった。

こうした新規参入による競争激化の構図の
他に，4月に始まったワンセグ・サービス，
秋までに導入されるナンバーポータビリティ
制度により，今年はケータイ新時代の幕開け
になると見られている（図1）。

特にボーダフォンを買収することになったソフ
トバンクは，固定通信，携帯電話，インターネット，
そしてコンテンツを備えた総合通信会社に進化
し，サービスの川上から川下までをコントロール
する垂直統合型のビジネスで飛躍をめざす。

一方，他の既存2社の中では，KDDI がテ
レビ朝日と共同で，事業化に向けて検証を始
めている。また，クアルコムジャパンと新会
社を設立しメディアフロー（モバイル向けの
配信事業者）の国内展開の可能性を模索して
いる。携帯とテレビとの連携をにらみ，次の
一手を打ち出している。                    

またシェア 5割を超えている NTT ドコモ
も，フジテレビに 200億円強を出資し，さら
に日本テレビと 50億円ずつ出し合って，携
帯電話とテレビ番組を連携させた新サービス
に取り組むための有限責任組合を設立した。

やはり携帯とテレビの連携に向け，積極的に
展開しているのである。

さらに新規参入の中では，イーアクセス
の子会社に TBS が出資し，モバイルビジネ
ス展開を共同で行おうとしている。同時に
TBS は，ビデオレンタルのカルチュア・コ
ンビニエンス・クラブや三井物産とも連携し，
モバイルを初め放送と通信を連携させた事業
を積極展開するとしている。

[2] ワンセグへの取り組みと課題

3事業者のワンセグへの取り組み

このように各社はそれぞれ他社と連携を進め
ている。こうしたケータイ新時代の中で，ワン
セグは始まった。シンポジウムは，既に事業を
開始したパネリストが，ワンセグの魅力や事業
性，将来像について説明する所から始まった。
――――――――――――――――――――

城所（TBS）この数年で
放送は新しいステージ
に入ったと思います。
今日のテーマのワンセ
グによって実現しつつ
ある「“どこでも”テ
レビ」もその 1 つです。

ただ，この何年間か行われている議論で欠
けているのは，そこに何を流すのか，どうい
う新しい文化があるのか，どういう新しい考
え方・コンテンツが生み出されてくるのかで
す。伝送路やツールの開発，技術の開発とい
うのがもちろん先行して行われる。これはも
う火薬だろうが，ジェームス・ワットの蒸気
機関だろうが，先に技術ができるのは当然で
す。しかしその後に，どういう新しいものが
生み出されるかということについては，まだ

図1　携帯電話をめぐる企業の関係
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これからだと思います。それに失敗して，新
しいものがなくて，みんなでテレビの新旧コ
ンテンツを奪い合って流しているようなら，
この新しい時代は幻に終ってしまう可能性も
あると思います。ですから我々は，「“どこで
も”テレビ」という新しいツールに何を流す
か，力を入れてやっていきたい。爆発的に普
及するような新しいものは，まだ誰も開発し
てないので，私たちにもチャンスがある。ぜ
ひそれを開発していきたいと思います。

では，TBS がワンセグで何をやろうとし
ているか，ワンセグ開発部を新設して集中的
にやっていますので，そこの部長の湯川君か
ら説明をしてもらいます。
湯川 ワンセグの最大の強みは映像が圧倒的に
きれいであること，それから移動に非常に強い，
なおかつこれが無料であるということだと思い
ます。それに加えて，当面，完全サイマルと
いう絵と音の条件がありますから，そこでデー
タ放送を絡ませて，どういうサービスやビジネ
スをしていけるのかがポイントだと思います。

4月1日からのサービスでは，TBS はこう
しています（図2）。動画（画面上部）の下の
データ放送の魅力をアピールするために，あ
えて上の部分（四角の囲み）を可変運用にし
ました。ここでは始終文字が流れています。
ここにニュースとか気象・スポーツ等々，パッ

と開いた途端に絵と音が関連し，あるいは関
連しないけれども必要な情報と思われるもの
が，放送の形で流れてくるのです。「可変運
用」と書いている所を「バナースペース」とい
うふうに僕らは呼んでいますが，そこを見て
一発でアピールできるよう心がけました。

基本的にはニュース，番組の情報，スポー
ツの速報，気象情報などです。ニュースや気
象情報は，番組部分が何をやっていようと
も，パッと開いた時に必要だという方が多い
ので，視覚的に編成をしようと考えています。
それから下のバナー部分は，番組告知，事業，
イベント，ショッピング，大型プロジェクト
等々，TBS が映像で提供しているものを補
佐する形に加えて，上部の「バナースペース」
との組み合わせで，番組連動の形も試みとし
て幾つかの番組で行っています。

それから，この「バナースペース」では，
将来ここが広告のスペースにもなりうるとワ
ンセグ開発部としては考えています。

もう一つワンセグの特徴として，データ放
送でいろいろなものが流せる点があります。
我々は特に，公共性の高い情報，あるいは通
信の輻輳が予想されるような情報について，
データ放送で流そうと考えています。特に震
度3以上の地震が起きた場合に，全国どこで
起きても最初に「地震速報」ボタンが現れて，

データ放送に楽しさと存在感を！

図 2　TBSワンセグデータ放送　TOP
地震情報 関東の天気 ニュース

スポーツ

図 3　データ放送の長所活用
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それをクリックすると速報画面が出てくるよ
うになっております（図3）。なおかつ，過去
10 の地震情報について，そこから見られる
ような作りをしています。

「今後期待される放送通信の連携サービス」
ですが，「情報提供」「コンテンツ配信」はもう
すでにワンセグで始めています。それから「広
告プロモーション」，具体的に言うとドラマと
か歌番組の連動で着メロを提供するなどは，既
にモバイルで始めています。また CM や番組
との連動で関連サイトへ誘導したり，クーポン
を提供したりについては現在検討しています。

コマースについても，サービス開始前に通
販の特番という形で，ワンセグのデータ放送
に入口をつけてコマースの実験をしてみまし
た。端末の普及数を勘案すると，ある程度の
成果があったので，今後とも通常の通販番組
でもやっていきたいと考えています。

それから「視聴者の参加型」はまだ検討課
題ですが，ドラマの中でデータ放送を介して
通信の世界に行って頂いて，そこで遊んで頂
きながら，次の視聴を喚起するというような
試みをしたいと考えています（図4）。
和田（NHK）ワンセグ・サービスの売り物は，
何といってもきれいで安定した画面が挙げら
れます。デジタル放送ですので，画面がブレ
たり乱れたりすることはありません。また，

簡単に持ち運びができ
ること，さらにデータ
放送は簡単に画面に表
示できます。これは，
緊急災害や危機管理な
どの国民の生命・財産
に危険がある時には大

きな威力を発揮します。公共放送としてこう
した情報の提供は最大の使命ですので，映像
による放送と同時に，特設のデータ放送を行っ
て情報の伝達を行うことにしています（図 5）。

放送事業者にとってのワンセグの事業性で
すが，視聴者の接触率の拡大ということがま
ず挙げられます。インターネットの普及など
でテレビ離れが進行する中で，人々をテレビ
に戻し，NHK でいえば公共放送の支持を広
げ，民放にとっては広告媒体としての価値を
向上させることになります（図6）。

しかし，これは今のところ直接収益の向

番組・CMとの連動による新しいサービス形態の可能性
情報提供

コンテンツ配信

広告
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視聴者の参加

その他
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 クーポンを提供等　→検討課題

・ショッピング番組連動で購入へ
  →通販特番で実証実験

・クイズ番組等に携帯電話で参加
  →検討課題

・番組情報を生かす
  →『王様のブランチ」情報連動
・番組視聴を促す
  →『カウントダウンＴＶ』データベース
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新たなサービスが提供可能

図 4　今後期待される放送・通信連携サービス

図 5　ワンセグのセールスポイント

図 6　ワンセグの事業性
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上につながりませんので，当面，携帯電話が
持つさまざまな機能と放送が連携することに
よって，事業性を追求していくことになりま
す。現在のところ，放送局や携帯電話会社に
明確なビジネスモデルがなく，一方，視聴者
にとっても，地下街や地下鉄駅，山間部など
で電波が届かない地域が多く，これらによっ
て，ワンセグそのものが負のスパイラルに入
るという恐れもあるわけです（図7）。我々と
しても，負のスパイラルはどうしても避けな
ければならないことだと考えております。

伊東（NTT ドコモ）携帯
電話事業者から見たワ
ンセグという観点を紹
介したいと思います。
ワンセグは日本独特の
技術を展開したもの
で，外国，特にアメリ

カはどうなっているのかを，まず説明申し上
げたいと思います。

今アメリカでは，いわゆる携帯放送サービ
スがブームになっています。いろんな事業者
が事業に参入していますが，幾つかの特徴に
分けられます（図8）。

コンテンツの配信方法は 2 つあります。ス
トリーミング配信か，あるいは PC 等にダウ
ンロードしたものを外部メモリーに蓄積し

て，それを携帯に差し込んで見るファイル・
ダウンロードの類です。

ネットワークについては，モバイルネットワー
クを使って放送コンテンツを流すものがあり，
モビ TV 等は，既存ネットワークの高速化され
た部分を使ってコンテンツを流しております。

メディアフローとクラウンキャッスルは，
独自のネットワークや電波を使うものです。
主に UHF 帯の空いている電波を使い，地上
波テレビと同じように電波を流す。受ける端
末がたまたま携帯端末というものです。また

「ビデオ iPod」とは，インターネットを使っ
て，外部メモリーに蓄積するものです。

料金体系については，米国では CATV が
発達しており，月20～30 ドルで多チャンネ
ル視聴をするのが普通になっています。よっ
て携帯放送サービスでも月額10～20ドルで，
コストを回収するモデルが存在しています。

他には有料モデルと日本の地上波テレビの
ように，広告モデルがあります。

日本のワンセグはストリーミング配信で，
独自のネットワークを使っています。ビジネ
スモデルについては，まだなかなか描けない
と，先ほどお話があった通りです。では携帯
電話事業者にとって，なぜワンセグが重要な
のかを説明します（図9）。この薄い色の線が
いわゆる従来の固定テレビの視聴時間帯です。

放送局
明確なビジネス
モデルがない

視聴者
地下街、山間部な
ど受信不可な
場所が多い

携帯キャリア
明確なビジネス
モデルなく、ARPU
の先行きが不明

負のスパイラル
回避めざす

図 7　ワンセグの事業性 図 8　米国における携帯放送サービスの現状
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これに対し，弊社でアンケート調査をした結
果では，朝・夕方は少しずつ内側にシフトし
ています。それと昼間の時間帯にかなりのピー
クがあるとのアンケート結果が出ています。

従来のテレビ視聴とは異なる時間にピーク
があるということは，携帯端末の持つモビリ
ティーという特徴を生かした使い方がなされ
ていると考えています。たぶん見ている雰囲
気だとか見ている対象が変わってくることを
意味します。そこに新たなコンテンツのビジ
ネスモデル，またはコンテンツを介したビジ
ネスモデルの可能性があると思います。携帯
通信を双方向性で絡ませることによって，例
えばショッピングとか，あるいはアンケート
を出すとか，そういったモデルが大きく飛躍
していくと思っています。

ワンセグ端末は，テレビ視聴ではかなりコンパ
クトで，約3時間視聴できます。画面は思った以
上にきれいです。まだ私どもは1種類しか出し
ておりませんし，市場での数は少ないのですが，
売れ行きはかなり好調です。発売1か月で4～5
万ぐらいは行っていると思います。この手の端末
としてはかなり多い方だと思います。よってワン
セグは，期待できるマーケットと見ています。
――――――――――――――――――――
ワンセグの課題① : エリア問題

今後ワンセグが普及していくに際しては課題

が幾つかある。その1つがエリアの問題である。
今年4月に 29都府県で始まったワンセグ

は，年内に 47都道府県に拡大する。しかしこ
れは県庁所在地からの発信が中心となる。全
国を津々浦々までカバーするには，2010年頃
までと，後4～5年を要するのである（図10）。

視聴可能エリアが全国に拡大するのに時
間を要するという他に，難視聴の問題もあ
る。地下鉄や地下街などの遮蔽空間では，電
波が届かないために視聴できないのである。
NHK 放送文化研究所は，今年3月に，47都
道府県に対して，災害時に頼りにするメディ
アは何かをアンケートした。その結果，従
来は家庭のテレビと防災無線を重視していた
が，今後最も期待するのは，ワンセグである
と言う。しかし地下遮蔽空間など電波が届か
ない地域が残ると，肝心の災害時にワンセグ
が役に立たない可能性もある。何らかの対策
が求められるところである。

この問題については，シンポジウムでワンセグ
に直接かかわる事業者は，次のように回答した。
――――――――――――――――――――
和田 地上デジタル放送のための中継所は
2010 年までに 2,100 余り設置する予定になっ
ています。しかしそのカバーエリアは，90
数 % です。問題はその残りの数％でして，
自然条件による難視聴や，地下街・地下鉄，

※従来のTVの最高視聴
率，宅外視聴TVの最高
利用率をそれぞれ１と
した時の時間帯別利用
度を指数化したもの
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図10　ワンセグのエリア問題
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ビル陰など人工的な電波の遮蔽空間もありま
す。その対策が難しく，しかも非常にお金が
かかるので，その対策を誰が負担するかは大
きな問題です。

「携帯ワンセグをどういう所で使いたい
か」アンケートをしたところ，一番多かった
のは地下鉄の駅と地下街で，2番目が山間部
です。他に地下鉄の電車内，高速道路上，海
浜部，新幹線の中など，電波が届きにくい地
域の順になっています。

こうした地域への対策をしなかった場合，
ワンセグ・サービスの訴求力が失われること
にもなりかねないのですが，その費用を誰が
負担するのかが問題です。例えば，東京の地
下街対策としてギャップフィラーを付けた場
合，約200億はかかるという試算があります。
これを放送事業者が全部負担するわけにいき
ませんので，広い範囲で対策を行うというの
が近道だと思っています。

それからもう一つは，ちょっと抽象的にな
りますが，このワンセグが果たしてユニバー
サル・サービスなのかどうかという議論も
きっちりする必要があります。今のところは，
地上デジタルの補完放送として捉えられてい
ますが，災害に強いという性格も含めて議論
を進めていきたいと思っております。
伊東 携帯の通話エリアとしては，これまで
さまざまな努力をしてきました。地下空間な
どは各社が独自にアンテナを打つのではな
く，トンネル協会というスキームを使い，共
同で対策に取り組んでいます。かなりコス
トがかかりますが，携帯電話の持つモビリ
ティーへの期待があるので，できるだけエリ
アを広げたいと思っています。

ワンセグは，通信のエリアと放送のエリア

の持つ意味をどう捉えるかですが，ユーザー
から見れば，たぶんそんなに違いを見いだす
ことはできないという気がします。ですから
和田さんのお話の通り，公的資金を含めたス
キームを作る必要があると思っています。

ユニバーサル・サービスということについ
ては，災害時に緊急情報を即伝える点で大き
な意味を持っていると思います。ワンセグ
を災害時に活用するとすれば，難視聴対策を
しっかりしなければ本来の意味がありません
ので，災害時のワンセグについても十分議論
しなければならないと思っております。
――――――――――――――――――――
ワンセグの課題② : 普及問題

ワンセグにおける 2 つ目の課題は，どの程
度普及するかである。文研が去年と今年の 2
回実施した「ワンセグの視聴意向」調査を見
る限り，結果はあまり芳しくない。例えば放
送が始まって「できるだけ早く見たい」とい
う人は数パーセントに過ぎない。逆に「あま
り見たいと思わない」という人は 3分の 2近
くに達している。

今年の結果を世代別で分析しても，普及に
とってネガティブなデータがある。20～30代
の半分以上が「あまり見たいと思わない」と答
えている（図11）。携帯電話をよく使う若年層
でも，ワンセグに対する反応が現状ではあま

図11　ワンセグの視聴意向

日本人とメディアに関する世論調査

できるだけ早く見たい しばらく様子を見る あまり見たいと思わない わからない
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り目覚しいものになっていないのである。
主な家電メーカー，放送事業者，通信事業

者，広告主にも，今年3月にワンセグの普及
についてアンケートをした。回答の選択肢は，
5,000万台以上から 1,000万台未満という範囲
である。結果は，携帯電話を製造販売する家
電メーカーの予想は前向きだが，ワンセグに
直接ビジネスとしてかかわる広告主や放送事
業者は「わからない」という回答が多い。そ
して全体の平均としては，2010年時点での
普及が 3,000万台ぐらいとなった（図12）。

第3世代携帯の出荷は，2004年度末で既に
3,000万台を突破した。これまでのペースか
ら判断すると，2010年頃に 6,000万台に達す
る可能性も十分ある。しかしワンセグに限っ
ては，業界の予想は第3世代の半分程度と
なったのである。

ちなみにシンポジウムのパネリストの予測
は，城所さんと橋本さんが「5,000万台以上」，
和田さんが「1,000～1,999万台」，伊東さんと
山田さんが「その他」だった。
――――――――――――――――――――
城所 私どもも面談によるニーズ調査を実施
しましたが，その結果は文研調査とは大分
違っています。時期の違いもあると思います
が，「すぐに買いたい」というような人もか

なりいると見ています。どちらにしても何を
流してどういうことができるかということと
値段の問題だと思います。

僕は，皆さんの中でも一番強気の 5,000万
台を超える普及と予測をしています。これ
は予測というよりは，願望も含めた数字で
す。ただ一度始めたら 10～20年続く恒久的
なサービスということは確かです。災害時の
期待も非常に高いことを考えると，悲観する
よりはいかに普及させるかを考えるのが大事
なことだと思います。
和田 私の予測は，期待ではなく，実際の調
査に基づいた数字です。我々の調査では，
2010 年の時点で 340 万台が一番悲観的です。
携帯電話会社が熱心に機種を販売しなかった
場合でして，一番楽観的なケースは 4,100 万
台，中庸は 1,930 万台です。よって私はその
ポジションに私の票を入れたというだけで
す。私自身の期待は 4,000 万台ぐらいにいけ
ばいいなと思っています。

文研の調査は非常に悲観的な数字になって
いますが，かなり前に調査をやったと思いま
す。実際に我々も利用者インタビュー調査を
やりましたが，そこに参加された方の中では，
ワンセグに対する期待が当初低かった方が，
実際に実物をご覧頂くと「これだけ綺麗な画
面だったら使いたい」と，確か 75％ぐらいの
人が「是非使いたい」，あるいは「使いたい」
というような答えに最終的になったような気
がします。今年はワールドカップサッカーも
ありますし，08年には北京オリンピックも
ありますので，これらがきっかけになって，
ワンセグは普及すると思います。

それからもう 1 つ大きな要素は，我々放送
事業者がどれだけ良いコンテンツやサービス

図12　ワンセグ普及 : 業界の予測

各業界アンケート（2006 年 3 月実施）
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を出すかにかかっています。もう 1 つは，携
帯電話会社がどのぐらい新たな機種を市場に
投入するかです。
――――――――――――――――――――
ワンセグの課題③ : 事業性

ワンセグにおける課題の 3 つ目として，ビ
ジネスモデルをどう確立していくかがある。
今後の事業性を考えるために，業界アンケー
トでは，2010年にユーザーが携帯端末で 1日
に何分ぐらい動画を見るかを聞いた。回答の
傾向は，ワンセグ対応携帯の普及の質問への
回答と同様，家電メーカーはポジティブ，広
告主と放送事業者では「わからない」が多く
なった。関係業界の回答の平均点はだいたい
15分程度となった（図13）。

ワンセグ対応携帯の普及数3,000万台と
ユーザーの 1日あたり 15分を前提に試算を
してみよう。固定テレビでの日本人の視聴時
間は 1人1日平均3時間40分。1億人として 1
日あたりの総視聴時間は 220億分となる。一
方，ワンセグは 15分に 3,000万を掛け合わせ
ると 4.5億分となる。

固定テレビが年間で 2兆円の広告ビジネス
で，この比率通りにワンセグでも収入が発生
すると仮定すると約400億円となる。しかしワ
ンセグでは，新たに送出コストや番組制作コ
スト等も発生する。2010年時点で 400億円と

いう収入が事業性としてどう位置づけられる
だろうか。シンポジウムでは，直接ワンセグに
かかわるパネリストに考え方を聞いてみた。
――――――――――――――――――――
城所 この試算には，同意できないところが
あります。正直に言ってワンセグで独立した
広告収入というのは相当難しい。視聴率が測
定できませんし，スポンサーが携帯に上乗せ
した広告料を払ってくれることは相当難しい
と思います。むしろ通信機能と放送を連携さ
せて，放送を入口にして，通信でどう事業を
展開するかを考えています。

実際にワンセグを始めてから，大手スポン
サーに幾つかの可能性を説明すると，非常に
関心は高い。ですから我々は，視聴者のニー
ズ，スポンサーのニーズ，それと我々とで，
これから新しいサービスのあり方やコンテン
ツの作り方，ビジネスのやり方などを開発す
るという考えでやっております。

技術や端末の視点から見るワンセグ普及
鈴木 ここまでエリア，普及，ビジネスなどの
問題を議論しましたが，技術開発会社の立場
から山田さんはどんな感想をお持ちですか。

山田（クアルコムジャパン）

私どものように主に携
帯電話のメーカーと仕
事をしている立場から
は，ワンセグの普及に
ついては1つコメントが
あります。例えば今，カ

メラはほとんどすべての携帯電話に付いていま
す。しかしその携帯電話のカメラを日常便利な
ツールとして使っている方は，必ずしも多くな
いと思います。同様なことがワンセグの受信機
能にも起こる可能性はあると思っています。

図13　ワンセグ : 事業の可能性

各業界アンケート（2006 年 3 月実施）
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  メーカーとすれば，少しでも機能の高い端
末を作って，その機能がない端末よりは価値
が高いので付けるのですが，実際に使われる
かどうかはサービスや値段次第ですので，先
ほどから出ている数字が実際に使っている
ユーザーの数字なのか，その機能が付いてい
る端末の台数なのかは，注意してみる必要が
あると思います。

特に携帯電話の場合は，端末の原価よりも
安い値段で販売店から皆さんの手に届くとい
うような特殊な流通形態です。よって，ワン
セグで上昇する端末コストをユーザーにその
まま転嫁できるのか。あるいはワンセグ視聴
の頻度が高くなると，それでバッテリーが食
われて，通信サービスに使う時間すらも減っ
たとすると，通信事業者はそういう端末を多
く出荷する動機があるのか。こうした点が課
題ではないかというふうに思っています。
鈴木 ワンセグの普及について「その他」と
回答していますが，どういうイメージですか。
山田 例えば携帯電話の端末のコストが高く
なっても，通信事業者がビジネスモデルをう
まく作れて，その端末を現在と変わらないよ
うな値段で販売できれば，多くのユーザーに
届くでしょう。そうならなければ，販売側が
どこかで息切れをして，あまりたくさんは出
荷しないでしょう。その辺の状況がどうなる
か，まだ始まったばかりで予測が不能なので，

「その他」としました。
鈴木 販売の仕方から見ると，携帯電話会社
の考え方次第と思いますが，ワンセグ対応携
帯の売れ行きはどうですか。
伊東 その前に視聴時間について少しコメント
させて下さい。私どもでは，携帯電話でテレビ
電話ができますし，「Vライブ」と称するコン

テンツ配信も行っています。この中でおもしろ
い傾向として，利用層がなかなか広がらないと
いう点がありますが，一旦使われると結構使わ
れる，つまりリピーターの率は結構高い。よっ
てユーザーが買いやすい，手に入れやすい端末，
そういう環境を作るとか，あるいは人を引き寄
せるようなキラーコンテンツが出ると，利用時
間や出荷数は，爆発的に出てくると思います。
鈴木 そうすると，次の機種は今後どう出て
くるのですか ?
伊東 まだ 1 機種しかありませんが，製品の
ラインアップの中には既に次をどうするかと
いう構想がありまして，それほど長い時間が
かからず次が出てくるかと思います。ただ，
今は年間約 2,500 万台を販売していますが，
ワンセグが 4 桁の千万台になるには，少し時
間がかかると見ています。
鈴木 橋本さんの普及の予測は 5,000 万台以上
とかなり楽観的ですね。

橋本（クラビット）先ほ
ど山田さんから「どれ
だけの方がカメラを
使っているか」と指摘
されましたが，まさに
ポイントだと思ってい
ます。つまり「必要に

応じて使うまで，使わないけれど，カメラは
あった方が良い」というユーザーが多数いて，
携帯を買い換える際に，カメラ付きをお買い
になっていると思います。

と言いますのは，家電メーカーはそれぞれ
の仕様で競争しているのですが，5万個作る
のは高くつくかもしれませんが，100万個作
ると言った時のワンセグの仕様はどれだけの
追加コストになるかというと，たいして高く

特集・新しい放送サービスを展望する
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ならないと私は思っています。
私は城所さんと一緒で，5,000万台以上と予

測したのですが，それは単純な算数です。現
在9,000万台ある携帯の中で，ユーザーは平
均18 か月で買い換えるので，9,000万台を 1.5
で割ると，年間5,000～6,000万台も機種が更
新されることになります。仮にその内の 2割
にワンセグが載ると 1,000万台です。2010年
まで 5年ありますから，5,000万台ぐらいには
なる計算です。使うかどうかは状況に応じて
変わりますが，機能は載るということです。

実際の利用については，2008年の時差の少
ない北京オリンピックの時に爆発的に使われる
と思っています。今回のトリノオリンピックでは，
深夜でもあれだけの方がスケートを見てしまう
わけですから，時差の少ないオリンピックでは，
昼間の外出時に競技が行われます。そこでのワ
ンセグの普及は，ここで予想している数字をは
るかに超えるのではないかと期待しています。

[3] ワンセグ以後の展開

鈴木 2008 年の北京オリンピックというタイミ
ングが出ましたが，その同じ年に現在のワン
セグはサイマル放送ではなく，独自サービス
が可能になるかもしれないという議論がありま
す。これ以外にも，有料多チャンネルの動画
配信サービスや，見たい時に見たい番組が見
られるビデオ・オンデマンド（以後，VODと
記述）なども出てこようとしております。こう
したワンセグ以降の展開について，まず山田さ
んの方からプレゼンをお願いできますか。

メディアフローの計画
山田 メディアフローと呼ぶ携帯端末向けの放
送サービスの位置づけを説明します。図 14
の左側がいわゆる放送です。真ん中が蓄積放

送というカテゴリーで，右側が VOD です。
放送の場合は基本的にはプッシュ型で，その
中で無料の放送サービスが現在のワンセグと
なります。放送サービスには有料放送もあり
まして，いわゆるモバ HO! がやっている衛星
を使った有料多チャンネル放送です。

一方 VOD は，通信ネットワークを利用し
たサービスで，携帯電話での VOD や，iPod
のサービス等々が存在しています。私どもの
メディアフローは，この放送の有料の部分お
よび蓄積放送の部分をカバーする放送技術と
いうように位置づけています。

メディアフローの周波数の使い方をご紹介
します（図15）。考え方としましては，現在
行われているデジタル放送の，6 メガヘルツ
1 チャンネルをまるごと全部，移動体向けに
使わせてほしいという技術です。従ってバン
ド幅が広い分，ワンセグと比べて少なくとも

放送
（ストリーミング） 蓄積配信 VOD

（無料）
Push型 Pull型

（有料） （有料） （無料） （有料）

ワンセグ モバHO!

iPod
PSP等

携帯電話通信

メディアフロー

図14　携帯端末向け映像メディア配信

※08年開始が検討されているワンセグの有料放送は考慮せず。
※携帯電話の蓄積配信はEZチャンネル等を含む。
※携帯電話通信におけるUni-cast送信によるストリーミングは放送の範疇に含まず。

図15　帯域の使い方
4000 Active Sub-Carriers

Spectrum

OFDMの採用

5.55MHz （4096 Sub-Carrier Span）

6MHz Channel
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13倍は情報を送ることができます。さらに
いろいろな技術を加えることによって，より
効率が高くなります。

先ほどカバレージの問題がありましたが，
映らない事態は無線通信において常に起こり
得ることで，私どもは少しでも電波の弱い所
でも映りを良くするような技術開発を行って
おります（図16）。電波が強い時にはたくさ
んの情報が送れるけれども，仮に電波の品質
が悪くなっても，何とかギリギリ受信できる
という技術，それをレイヤード・モジュレー
ションと呼んでいますが，そういう技術も
使って少しでも映りやすくしようと工夫を凝
らしています。

6 メガヘルツと非常に広帯域の電波ですの
で，使い方に工夫して，いわゆるビデオのト
ランスミッションだけでなく，データの通信
であるとか，多彩なデータ通信サービスが可
能となる特徴を持たせてあります（図17）。

以上が技術の説明ですが，本質的に最も重
要なのは，ビジネスモデルです。メディアフ
ローで行おうとしているビジネスモデルは，
携帯電話の通信事業者を経由してエンドユー
ザーにサービスを届けるというビジネスモデ
ルです（図18）。コンテンツのプロバイダー
やアグリゲーター，番組提供者の方から，メ

ディアフローがコンテンツを預かって，携帯
電話の事業者を経由してエンドユーザーに届
けるモデルです。

基本的には有料放送を想定しており，米国
で言えばケーブルテレビに近いモデルです。
もちろん番組が有料でなければならないわけ
ではなく，スポンサーが付いて無料で提供す
る番組があっても構わないと思います。

エンドユーザーの方からは，携帯電話の事
業者を経由して，サービス料金を徴収して，
メディアフローの配信事業者を経由して，最
終的にはコンテンツのプロバイダーに料金が
戻る仕組みを想定しています。これは今の携
帯電話の事業者が各種コンテンツの配信で
行っているモデルに近い形といえます。

サービスは 6 メガヘルツのバンド幅が仮に
使えると，多くの容量がありますので，それ
を時間的に柔軟に割り当てて有効利用しよう
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拡張品質
伝送

標準品質
伝送

２段階のQPSKを
階層構造で行う

受信状況の
良好な場合
のみ利用

図16　レイヤード・モジュレーションの概念
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図17　伝送内容に応じてサイズは可変

図18　ビジネスモデル
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と考えています（図19）。例えば視聴者の多い
時間帯ではリアルタイムのストリーミング放
送を増やす。しかしながら，視聴者が少ない
とわかっている時間帯では，チャンネル数は
減らすという仕組みです。空いた帯域を蓄積
型のクリップキャストに割り当て，電波を有
効に利用できるようにしようと考えています。
鈴木 メディアフローのビジネスはいつから
始めるつもりなのか，免許はどういう議論を
経てとれるのか，また送出設備はどうされる
のか，この辺はどうでしょうか。 
山田 日本での事業については，KDDIさんと
合弁で設立したメディアフロー企画会社が，
周波数の獲得やインフラ設備の構築について
検討を進めています。ですが，確かに日本に
おいては，周波数の確保が最も難しい問題で
あると思っています。現実に，いつ，どのチャ
ンネルが 6 メガヘルツの周波数で可能になる
のか，現時点ではまだ見通しが立っていませ
んので，日本でのサービス開始のスケジュール
については申し上げられる段階にありません。

それとアンテナおよび送信機をどうするか
については，これも企画会社での検討になり
ますが，このサービスを放送と位置づけて頂
くことによって，既存の放送事業者の設備に
共存させて頂く可能性を検討していくのもオ
プションの一つと考えています。

鈴木 放送の既存設備に乗るということです
が，城所さんいかがですか。
城所 設備の利用の問題とか検討課題はある
でしょうが，個人的には新しいビジネスがい
ろいろやってみるのは良いと思っています。
私どもの市場がどれほど侵食されるかも当然
考えますが，基本的にはこういう時代だし，
ニーズと技術があるならばやってみるのが良
いだろうと思います。
鈴木 NHK としてはどうですか。
和田 一般論で申し上げると，我々はあらゆ
る機会を通じて，我々が持っているコンテン
ツを視聴者に届けたいということです。これ
までは放送波でやってきましたが，これから
の時代は放送波だけではないと思います。そ
ういう意味で，新しい動きが出てきて，視聴
者にニーズがあるなら，それに応えていくこ
とになると思います。

特に関心を持っているのは，ファイルキャ
スティングです。ファイルを放送波で送るこ
とですが，ファイルを流している時はリア
ルタイムでは見られないですが，一旦ダウン
ロードした後は，暗号カギを使って開けると
いつでも見られます。

例えば RSS1）という機能を使えば，新しい
ファイルを古いものと自動的に置き換えられ
ます。ニュースでは，定時のニュースを見逃
しても，ファイルをいつでも解凍して見られ
るようになる。こういうサービスは，これま
で放送事業者としてやらなかったサービスで
すが，こういう分野にも乗り出したいという
強い気持を持っています。

ワンセグ以降のモバイルの進化
鈴木 橋本さんはソフトバンクグループで，
放送と通信両方の世界でビジネスをしてきた

移動体に適した多様なサービス

リアルタイム放送（映像/音声）

蓄積型クリップキャスト
データキャスティング
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信
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図19　サービス
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と思いますが，モバイルの今後はどう展望さ
れていますか。
橋本 ワンセグと言った時に，私も最初の頃
はそうでしたが，世の中の人々は携帯の話だ
と考えている。つまり，携帯電話は進化の過
程でカメラ，お財布の機能，音楽プレーヤー
など，さまざまな機能を取り込んで爆発的に
成長してきました。そこに 4 月 1 日からワン
セグが加わった。このワンセグと省略されて
表現されていますが，たいへん重要なのは，
放送であるという点です。

携帯電話にこれまで加わってきた機能は，
基本的には個々独立的に存在しているような
ものが付加されてきました。ここに放送が加
わったのですが，これは携帯のサービスです
かと言われると，流れの中では付加されたも
のに見えますが，本質的には独立した別個の
ものだと思います（図20）。

先ほどのワンセグの普及予測で私は 5,000
万台以上と強気の回答をしましたが，本当は
どのぐらい過激なことを考えているかとい
うと，一旦チップ化して端末の中にテレビ
チューナーが入ると，普通考えられている携
帯のサービスの追加としてのワンセグを超え
る，膨大なマーケットが生まれると予測して
います。過激な言い方をすると，小型画面を

持つあらゆる端末がテレビ受信機化する可能
性があると考えています。

具体的にどんな数字になるかと言うと，今，
全国で 1億台のテレビがあると言われていま
す。大体1家庭で平均2台ぐらいです。これ
まではテレビ受信機はその範囲だったんです
ね。ただ昨今のパソコンは，大きいシェアで
テレビチューナー内蔵型が売れています。こ
れに加えて，小型ビューアー付きの端末が全
部テレビ受信機化すると，1家庭でテレビ受
信機がどの程度増えるでしょうか。

これは私どものある社員の家族構成です。
平均的な両親と子ども 2人では，携帯電話，
デジタルカメラ，携帯ゲーム機，カーナビな
どを加えて 7～8台の端末が自宅にあります
（図21）。これらがすべてテレビ受信機にな
ると，市場全体はとてつもない数になる可能
性があります。従ってワンセグは，携帯電話
の 9,000万台の枠にとどまらず，小型画面を
持つあらゆる端末が対象となるので，飛躍的
に普及すると考えています。もちろん前提に
は，提供されるサービスが本当にユーザーの
ニーズに合うものという点があります。
図22は，あえて象徴的に書きました。ワ

ンセグとインターネット。簡単に言うと，
VOD や多チャンネル放送がワンセグとあわ

図 20　ワンセグ放送は携帯電話だけの話か？ 図 21　ワンセグ放送で TV受信機は劇的に増加する

小型ビューアー付きの端末であれば，どの端末もTV受信機となる
→ 携帯ゲーム機，カーナビ，音楽用DL機，PDA，デジカメ，ポータブルDVDプレーヤー…

一世帯あたりのTV受信機が倍数になる

今までの
TV受信
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これからの
TV受信機
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● 人々は「ケータイ」の話であると思っている…
● 携帯電話としてどれだけ普及するかを考えている
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せて提供できる環境になった時，しかもあら
ゆるデジタル端末のビューアーで楽しめるよ
うになれば，現在のワンセグの議論をはるか
に超えて，コンテンツ事業者に大きな事業機
会が訪れると思います。
――――――――――――――――――――

ワンセグ以降の課題
ワンセグ以降の状況を整理すると図23の

ようになる。現在の 9,000万台の携帯電話や
各種の携帯端末の中で，ネット接続機能を持
つものはその一部となる。さらにその一部が
ワンセグ機能を持つ。そしてメディアフロー
に対応する端末はさらにその一部となる。ま
た VOD に対応する端末が全体の中で一定割
合を占める。携帯端末の機能は，このように
階層化が起こる。

これに対して視聴者はどう対応するだろう

か。文研が実施した世論調査では，前述の通
り，ワンセグについては 67% の人たちが「あ
まり見たいと思わない」と回答した。現在9,000
万台普及している携帯電話では，インター
ネット利用者は少数派で，83% は利用して
いない。また動画配信への関心では，「関心
がない」63%，そもそも「動画配信を知らな
い」が 10% となった（図24）。約4分の 3 は動
画配信とはあまり縁がないのである。つまり
世論調査からは，ワンセグも，携帯端末での
VOD も，市場はあまり大きくないかもしれな
いという見方ができるのである。シンポジウ
ムでは，この点もパネリストに聞いてみた。
――――――――――――――――――――
山田 前も申し上げましたが，携帯電話など
を想定した場合，人々は現状ではテレビを見
る状況を必ずしも想像できないと思います。
これまでテレビは，番組表があって，その
時間割に合わせてテレビの前に座ることに，
我々はもう何十年も馴染んでいます。しかし
携帯電話やポータブルの機器になると，どう
考えても細切れの時間で見たいものがきちん
と提供されるのかどうか，「お金を払ってで
も」というモデルに対して，サービスの提供
側から視聴者にまだソリューションが提示さ
れていない点が根本的にあると思います。

図 24　携帯への動画配信ビジネスの可能性

日本人とメディアに関する世論調査（06 年 1 月：N=1,387）
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ワンセグは，携帯電話の約 9,000 万台にとどまらず
小型ビューアー（画面）を持つあらゆる端末を
テレビ受信機に変えることで飛躍的に普及する

ユーザーの求めに応じて提供されるサービスが
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図 22　コンテンツ事業者へのインパクト
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逆に言うと，そこをきちんと手当てすれば，
ワンセグに加えて，さらに細切れの暇つぶし
の時間でもニーズに合ったコンテンツが自動
的に配信されるというような，クリップキャ
ストや蓄積放送についての提案が全面的に出
されれば，先ほどの調査結果も変わってくる
と思います。
橋本 その意味で，ワンセグ足すインターネッ
ト，選択肢が増える方向でさまざまなことに
チャレンジすることには，どんどん頑張って
頂きたいと思っています。コンテンツ事業者
側からすれば，それらが揃うことで初めて自
分のコンテンツが表に出ていく可能性を得ら
れると思っている方が多いのです。

一方で，電波を使うという点については，
国の政策を含めて，2012年以降に空いた帯
域で何をするかという議論はとても重要で
す。ある特定の事業者に割り当てられ，そこ
で何かやりなさいという話になるのか，もう
ちょっとオープンなものになるのかによっ
て，状況は大きく変わってくると思います。
 ただ，全体で言うと，ワンセグを始めるこ
とによって，そういう議論が現実に行われる
ようになったということは，この先を期待さ
せる動きだろうと思っています。
――――――――――――――――――――

[4]“通信放送融合”とケータイ新時代

放送と通信は元々は異なるものだったが，
技術的な進歩によって重なる部分が増えてき
た。これを個別の端末で見てみると，図25
のようになる。放送としてはテレビであり，
通信は電話が代表的な端末だった。その通信
の世界では，携帯電話，インターネット，さ
らにブロードバンド化で動画の配信ができる

ようになった。しかし著作権問題など制度の
壁があり，放送そのものとはならなかった。

放送もデジタル化で双方向機能を持った
が，利用者は一部に留まり，その意味では“放
送通信融合”議論で求められた「放送と通信
をシームレスに自由に行き来して大量の情報
をとる」状況にはならなかった。

しかし携帯端末の進化で状況が変わり始め
る可能性がある。ワンセグ対応携帯電話では
放送が受信でき，簡単に通信の世界に入れる。
しかも携帯端末は，放送の機能に限らず，音
楽の録音機能，カメラ，金融の決済機能，そ
して生体認証など，多様な高機能化の方向が
ある。各機能がどの程度普及するのか，シン
ポジウムでは各パネリストに今後の普及イ
メージを聞いてみた。
――――――――――――――――――――
鈴木 城所さんは，「ワンセグ，放送機能は普
及をかなりするが，それ以外はそうでもない」
とお考えです。橋本さんは，「大体すべての
方向においてかなり普及する」とご覧になっ
ています。山田さんは，「音楽録音と決済の
部分が傑出しており，ワンセグについてはそ
の他」でした。伊東さんは，「決済の部分と
かカメラの部分は普及をするが，それ以外の
ところは疑問が残る」という感じでしょうか。

図 25　“通信と放送の融合”と携帯端末

放送 通信

特集・新しい放送サービスを展望する
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そして和田さんは，「放送が低めで，カメラ・
決済のほうが高い」となりました（図 26）。

例えば放送事業者の中で比較しても，城所
さんと和田さんでこんなに差があります。そ
れから橋本さんと山田さんと伊東さんの間で
も大きな差ができました。
城所 今の図を見ると，僕がいかにバランス
のとれた考え方であるかということがわかる
と思います（笑）。僕は放送と通信は，交じ
り合う部分もありますが，別のものだと考え
ていた方が良いというか，少なくとも国の政
策としては，それぞれの長所を両方とも生か
す構造にしておくことが大事だと思います。

通信でできることで放送にできないことは
たくさんあります。逆もそうです。それをど
のようにうまく補完し合って，国として多様
性を持った国になっているかというようなこ
とが非常に重要だと思います。

いちばん乱暴な議論では，放送はもう電波
を明け渡して，インターネット網を使って放
送すれば良いという話があります。「通信に
電波の帯域を明け渡して下さい」と国の正式
の機関として議論している方の中にもそうい
う意見がありますが，それは国としてやはり
文化を貧弱にしてしまうと僕は思います。

視聴者の選択はたくさんあった方が良い。
携帯でも字さえ大きくて，孫に電話ができ

ればカメラとかお財布携帯とかいらないとい
う人も恐らく 1,000～2,000万人くらいおられ
る。そういうものも内包しながら次の時代の
メディアというか，ツールを考えていくべき
だというように思っています。

ですから，山田さんの新ビジネスや橋本さ
んの考えも，どんどん加わって実現できるよ
うにしていって，より豊穣な多様な時代にな
るのが良いというのが僕の考えです。

ですから融合には，融けて合わせて 1 つに
しちゃえという響きがあるのと，ネットに放
送のコンテンツをいかに流させるかという観
点で，今その著作権などを制限してネットで
流しやすくしようという考えもありますが，
僕はそういうことをしたら，コンテンツ制作
力というか，いちばん根本的な，番組文化を
創るというところを貧弱化させてしまうの
で，そういう考え方にはあまり賛成できない
です。
伊東 個人的にはいろんな思惑があって，こ
んな絵になってしまいました（笑）。

ワンセグについては，不確定要素がありま
すので「その他」としましたが，割と期待は
しています。高機能化と融合という 2 つの命
題を頂きましたが，間違いなく世の中は融合
を求めてくると思われます。

と言いますのは，いろいろなビジネスの局
面で境界があるのかという話をすると，もう
ほとんど境界がない世界になりつつありま
す。ですから放送と通信だけ，それでいいの
かっていうと多分そうはいかないと思いま
す。その時に，これまで境界を作っていた規
制なり，いろんな慣習とか慣例がありまし
て，結構バリアが多い。我々もバリアを作っ
ているかもしれませんけれども，結構多い。

ワンセグ

橋本

和田

伊東

山田城所生
体
認
証

音
楽
録
音

カメラ決 済

図 26　携帯端末の高機能化



19JUNE 2006

その時に求めた融合のソリューションと言い
ましょうか，結論，成果をどう出すかについ
ては，多分2 つしか選択肢はないと思ってい
ます。1つは補完的な共存共栄と言いますか，
補完的なマーケットを作って，お互いギスギ
スとした関係がないような市場を作ってしま
う方向が 1 つです。もう 1 つは，作り直しと
いう形がありうるかなと思っています。その
際，顧客が求めるのはサービスですから，多
分中核となるのはコンテンツだと思います。
どういうものを作れるかがキーワードになる
と思います。その他に，今，城所さんも触れ
られた著作権の問題もありますし，あるいは
電波政策の問題もありまして，思惑どおりの
絵が書ける状況にはなっていないかとは思い
ますが，多分世の中の帰趨というのは見える
のではないかと私は思っています。
鈴木 さまざまな方向への高機能化ですが，
作る側としては，1 枚のチップですべての機
能ができるような，しかもコストを安く作る
というのは可能でしょうか。
山田 はい。それはできるとは思います。今
後 1，2 年でワンセグがユーザーの支持を得
て広がれば，私どものメディアフローはその
後，仮にその電波が認可されたとしても，そ
の後になるわけです。その時には，どういう
提供の仕方が最も合理的かというと，ワンセ
グが使えて，かつメディアフローによるク
リップキャストもできる端末を用意すれば良
いだけでして，技術開発は当然進めています。
実現性のあるもので，放送受信機能がワンセ
グによってポジティブスパイラルになれば，
そのチップセットや端末を作るメーカーは，
それに合わせてコストミニマムなものを作っ
ていくことは十分可能と思っています。

おわりに

山田 現在のワンセグは，放送事業者が番組
を編成して提供しているサービスですが，今
後は番組を編成して映像配信するようなビジ
ネスは，もう 1 つ，2 つぐらい新しい形態に
なっても良いのではと思います。私どもはそ
ういう状況が起こった場合に，必要な技術を
開発して，タイムリーなテクノロジーの提供
をしていきたいと思っています。
橋本 ワンセグが切り開く市場については，
エンドユーザーが何を求めるかを皆で真剣に
考える必要があります。しかもそれは，より
オープンな形で，携帯端末であれ，それ以外
の画面付きのワンセグを見られる端末であ
れ，それらをめがけてサービスが提供できる
仕掛けを作っていくということが大切です。
そうした世界で，多くのコンテンツ事業者が
さまざまなものを新たに創るというクリエイ
ティブな状況，新たなマーケットを創造でき
れば良いというふうに思っています。
伊東 ワンセグに限らず，携帯端末の高機能化
はどんどん進んでいまして，もう生活に欠く
ことのできないツールになりつつあると認識
しております。そこに事業者としての責務を
感じるわけですが，サービスの高度化，多様
化だけで走るのではなくて，安心安全とかの
バランスも必要ではないかと思っています。

例えば作家の柳田邦男さんら有識者が子ど
もの健全な発育という観点から，テレビや携
帯電話が支障になっているという発言をよく
されています。これは 1 つの警鐘だと思って
いまして，単にマーケットがあるからとか，
ブームだからっていうことでなく，ぜひ一事
業者として生活に根づいた信頼感のあるサー

特集・新しい放送サービスを展望する



20 　JUNE 2006

ビスを提供し続けていきたいと思っています。
城所 ワンセグの特徴をうまく生かして，視
聴者・ユーザーのニーズにもマッチしたり，
ニーズを喚起したりすることができるような
番組の創り方，データ放送の創り方，それか
ら通信と放送の組み合わせ方というようなも
のをとにかく急いで，非常に力を入れて開発
していきたいと思っています。そうすれば，
おのずと 5,000 万台の強気の普及予測も実現
できるだろうとあらためて思います。

ですから次にこういうシンポジウムをやる
時は，どういうコンテンツをどういうメディ
アに創るのがいいのかという議論もあった方
がおもしろいと思いました。
和田 冒頭で，ワンセグ・サービスがユビキ
タスネットワーク時代の一里塚でありたいと
申し上げましたが，やはり公共放送事業者と
して，我々はコンテンツ創りのプロですの
で，そのコンテンツを“放送通信融合”時代
の新しい回路にも流していきたいということ
です。しかしご存じの通り，NHK は常に制
度的な縛りがあるわけで，我々としては，“放
送通信融合”時代に新たな先導的なコンテン
ツを流すための役割を果たすために，法的に
も行為能力をぜひ持ちたいというのが今の
我々の願いです。このことばを締めくくりに
したいというふうに思います。
鈴木 たいへん長い時間，貴重なご意見をあ
りがとうございました。
――――――――――――――――――――

今回のシンポジウムでは，ワンセグ以降の
携帯端末が持つ可能性と課題が見えてきた。
可能性とは，“通信と放送の融合”議論の中
で指摘されている，「放送と通信をシームレ
スに自由に行き来して大量の情報をとる」環

境が携帯端末で整いつつあることである。そ
して課題とは，ワンセグの電波エリアは本当
に通信並になるのか，関係企業の事業は成立
するのか，視聴者はそうしたサービスを本当
に求めているのかなどの問題である。

しかし，こうした課題に対しては，パネリ
ストの考えを聞く限り，克服するための知恵
や方策がないわけではないようだ。電波エリ
ア問題については，官民が協力して基盤整備
にあたるフレームを設けること。ビジネスの
課題については，従来の方式とは異なる，通
信と放送の連携の中に活路を見いだすこと。
そして視聴者ニーズについては，新たなサー
ビスの創造と積極的な周知活動である。

地上デジタル放送の特徴として始まった新
サービスのワンセグが，通信と放送を連携さ
せた携帯端末の世界の中で，便利で豊かな情
報環境の創出につながることを期待したい。

              （すずき ゆうじ）

注
1）RSSとは，Rich Site Summary の略。Web サイ

トの見出しや要約などのメタデータを構造化して
記述するXML ベースのフォーマットのこと。サ
イトの更新情報などを公開するのに使われてる
ことが多い。

特集・新しい放送サービスを展望する
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ことば
言葉
コトバ

ことばの誤用には，いくつかのパターン

がある。

似かよった表現を混同したり，混合した

表現として使ったりする「混交表現」。意味

を取り違えて使う「誤用」。発音を誤って使

うものなどが代表である。

「耳ざわり」も誤用とされる一つだ。

「騒音が耳障りだ」「耳障りなことばを

聞いた」など「障り」の字を当てるのが普通

であり，「耳になじまない，気に障る」とい

う意味で使うのは問題がない。

これに対して，「耳ざわりのよい音楽」「耳

ざわりのよいことをいう」などは「耳触り」

の字を当て「肌触り」などと同じように「よ

しあし」で表現する人が増えてきた。

「さわり」は文法の品詞でいうと「障り」

のほうは形容動詞，「触り」は名詞というこ

とになる。

「目障り，耳障り，気障り」は形容動詞，

「肌触り，舌触り，手触り，歯触り」は名詞

である。

一部の辞書では「耳触り」を認めているも

のもあるが（三省堂『国語辞典』第5版・『大

辞林』第2版），俗用であるとしている辞書

もある（『新明解国語辞典』第6版）。編集者

耳ざわり

の見解の違いだが，「耳触り」を取り入れる

とするなら，おかしなことに気づく。

「触り」のほうは，手で触れたり，食物

を口の中で味わったりという「物理的接触」

が共通である。これに対して「障り」のほう

は感覚的なものであり，物理的な接触は要

件ではない。

一方で，情操教育として，こどもに豊か

な芸術を体験させる重要性が叫ばれ，「美

しい音楽や絵画に触れさせることが大切

だ」ということも言われている。

体験として「触れさせる」が拡張され，視

聴覚についても「触れる」が使えるような雰

囲気になってることもあろう。

また，以前では考えられなかった大きな

音を体験することも増えてきた。

ジェット機の騒音や，コンサートの電気

的増幅による音の洪水も日常茶飯事だ。

このような大音量はまさに「耳に刺さる」

「圧迫される」といった触覚的な作用があり

そうだ。

「耳触り」を認めるかどうか，社会状況

や生活の変化に伴う，ことばの変化と見て

考えざるを得ないのかもしれない。

柴田 実（しばた みのる）


