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  はじめに

中国では，今年8月北京を中心に開かれる
オリンピックを高画質の映像で提供しよう
と，最近デジタル化に拍車がかかっている。
2003年に全体計画がスタートした放送デ

ジタル化は，都市部に普及したケーブルテレ
ビから進める方針が打ち出されていた。ケー
ブルテレビは1億4,000万余りの世帯のうち，
07年末の段階で2,500万世帯がデジタル化を
完了，山東省のチンタオ（青島）や浙江省の
杭州などの先進地域をモデルに，普及に拍
車がかかっている。また，インターネット
プロトコルを使って映像サービスを実現す
るIPTVや，携帯向け放送，さらに高画質の
HDTVに至るまで，オリンピックに間に合
わせようと様々なデジタルサービスが本格化
してきた。
本稿では，最初にデジタル化の全体計画と

進捗状況を簡単に紹介したあと，今年1月末
から2月初めにかけて北京，上海および杭州
で行った現地調査をもとに，中国放送デジタ
ル化の最新事情を報告する。なお，本稿は3
月13日に放送文化研究所が東京の千代田放送
会館で開催した，『春の研究発表会』で筆者が
行った報告内容に一部加筆したものである。

  1 中国放送デジタル化の全体計画と進捗

中国政府で放送を管轄する国家ラジオ映画
テレビ総局（SARFT）は，2003年にデジタ
ル化の全体計画を発表した。それによると，
中国では都市部でケーブルテレビが広く普及
していることから，デジタル化はケーブル→
衛星→地上の順で進めるという方針が示され
ている。当初計画では，05年にケーブルテ
レビの3,000万世帯をデジタル化すると共に
衛星デジタル放送を開始し，08年には地上
デジタル放送を全面展開，2015年にアナロ
グ放送を終了することになっていた。
しかしケーブルテレビのデジタル化には，

当初困難が伴った。既にアナログでも数十
チャンネルの放送を基本料金だけで見るこ
とができた視聴者にとって，デジタル化で
チャンネル数がさらに増えることの魅力は
さほど大きくなかった。また，デジタル放
送受信用のセットトップボックス（STB）は
日本円で1万円以上するものが多く，ケーブ
ル事業者は売り切りのほかに貸与などの方
法も試みたものの，ユーザーが2万戸から先
は伸び悩むという「2万戸現象」が各地で起
きた。こうしたなか，地元に「ハイアール」
「海信」といった有力家電メーカーを抱え

拡大する中国のデジタルサービス
 ～北京五輪を目前にして～
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る青島では，こうしたメーカーの製造した
STBを各家庭に無料配布し，月額料金を12
元（約170円）から22元（約310円）に値上
げすることで回収するというシステムを導
入，05年10月には中国のトップを切って市
街地60万戸のデジタル化を完了した。その
後各地で「青島モデル」の導入が進み，杭州
や広東省の深圳・佛山，大連，山西省の太原，
それに南京なども次々と市街地のデジタル
化を達成した。
次に衛星のデジタル化だが，中国政府は

06年10月，中国初の直接受信用放送通信衛
星「シノサット2号」を打ち上げた。シノサッ
ト2号は標準画質で200以上のテレビチャン
ネルを伝送でき，直径45センチの受信用ア
ンテナを設置すれば視聴することができると
されていた。ところが打ち上げから10日足
らずのうちに太陽電池の故障で運用が不能と
なってしまい，代替機は今年打ち上げるとの
情報もあるが，正式には決まっていない。ま
た中国政府は，市民が海外のチャンネルを視
聴することへの懸念から，これまで衛星直接
受信（DTH）は原則として禁止しており，こ
の規則の見直しも課題となっている。今のと
ころ，どういった人々を対象に，いつごろか
らDTHが可能になるのか，見通しは示され
ていない。
地上デジタル放送については，固定受信が

遅れる一方，各地の市内を走る路線バスなど
移動体向けの放送は普及が進んだ。03年に
上海で始まったバス向け地上デジタル放送
は，上海テレビなどを中核とする上海文広
メディアグループの系列会社が事業主体とな
り，上海テレビの番組を一部加工するなどし
て実施したが，

① これまで未開拓の市場だった
②  1 チャンネルしかないため，多チャンネ
ルで競争するケーブルテレビより視聴率
が高くなる

③  既存の番組を編集して広告を入れるだけ
なので，制作コストが安い

④  技術方式に欧州方式（DVB -T）を採用する
際の利用料を無料にしてもらった

⑤  通常の放送メディアと違って広告比率の
規制がない

といった理由で早くから経営が軌道に乗り，
その後北京・重慶・南京などほかの大都市で
も急速に普及することとなった。
固定受信を含む地上デジタル放送の技

術方式については，06年8月，中国政府が
「GB20600-2006」という中国独自方式の採用
を発表，上海などでDVB-Tを導入している
事業者に対しては，1年以内に規格を変更す
るよう求めた。また携帯向け放送について
は，SARFTが06年10月，中国独自の技術
規格として，広大な中国各地にあまねくサー
ビスを提供できるよう，衛星を利用する方式
の「StiMi」（Satellite Terrestrial Interactive 
Multi-service Infrastructure，通称CMMB）
を発表した。このように放送のデジタル化
は，政府の当初見通しよりは遅れが出たもの
の，技術方式の選定など枠組みの部分を含め
着実な進展を見せてきている。次に北京・上
海・杭州で調査したデジタル化の最新事情に
ついて，
① ケーブルデジタル化
② IPTV
③ HDTV
④ 携帯向け放送
の順に見ていくことにする。
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  2 VOD等で飛躍するケーブルデジタル化

今回現地調査を行った対象のなかで，最も
意気が揚がっていたのは，杭州市における
ケーブルデジタルテレビ会社であった。「華
数数字電視有限公司」と名づけられたこの会
社は，もともと杭州の広電局（放送を管轄す
る政府機関）が運営するケーブルテレビネッ
トワークセンターや，通信事業者の杭州網通
などが出資して03年11月に「杭州数字電視
有限公司」として発足，その後現在の「華数」
に改名した。従業員は系列会社を含め3,000
人，青島同様にSTBを無料配布する方式で
04年10月から05年末にかけて市街地50万戸
のデジタル化を実施，06年以降は郊外にも
普及を進め，デジタルテレビユーザーは100
万戸を突破した。
杭州のデジタルケーブルテレビは，「三位

一体」のサービスが大きな特徴となってい
る。その三つのサービスとは，
① 多チャンネル放送
② テレビドラマや映画等のVOD
③ 生活情報プラットフォーム
である。
このうち多チャンネル放送はデジタル化を

実施したどの地域でも行われているが，②と
③は十分な双方向サービスを行うには設備の
本格的な改修を要する。杭州ではもともと通
信事業者の杭州網通がケーブル網を通じて市
内の通信網を整備した経緯があり，両者の協
力はスムーズにいった。そして多チャンネル
サービスはケーブルテレビで，VODと生活
情報プラットフォームは通信利用のIPTVで
提供するというシステムになっている。
このサービスを具体的に見ていこう。華

数の提供するサービスでは，初期画面が上
の写真のようになっている。画面の真ん中
の「直播全頻道」を選択すると，中国中央テ
レビ（CCTV）をはじめ，浙江テレビ・杭州
テレビなどの地元チャンネル，ほかの省レベ
ルのテレビ局の全国向けチャンネルなど，計
81チャンネルにのぼる生放送を見ることが
できる。また，左側の「家庭電影院」は20万
時間分用意されているというVODサービス
で，テレビドラマ・ニュース・スポーツ・娯
楽などに分かれている。例えばリモコンでテ
レビドラマを選択すると，「国内」「香港・台
湾」「韓国・日本」など制作地ごとに表記され
た画面に移行し，総計1,500話にのぼるドラ
マシリーズのなかから自分の見たいものを探
せる。映画は500作品のなかから選べる。ま
た，ニュースを選択した場合，放送から2時
間経過したニュースは過去1か月分まで見ら
れるようになっている。「CCTVの3日前の夜
7時のニュース」などと選ぶと，各ニュース
の項目が現れ，自分の見たい項目を選択して
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見ることができる。一方，右側の「96345生
活」は生活情報プラットフォームで，天気予
報・株式市況・近隣のレストラン情報・行政
情報・ホテルや列車の切符の予約に加え，麻
雀などのオンラインゲームも楽しめる。これ
までパソコンでやっていたことが，リモコン
を片手にテレビでできる。
こうしたサービスの料金だが，多チャンネ

ルサービスだけの場合，月14元（約200円）
と格安である。一方，VODの基本サービス
を追加した場合は月49元（約700円）となり，
さらにテレビドラマや映画を見た本数に応じ
て課金される。テレビドラマや映画が無料で
見放題という「VIPサービス」もあり，これ
は月94元（約1,340円，ちなみにこの数字は
いずれも為替レートで換算しているが，購買
力を基準にすれば5,000円くらいのイメージ
である）になる。

こうしたデジタル
サービスの詳細につい
ては，華数の鄭暁林副
社長に聞いた。鄭氏に
よると，ケーブルテレ
ビはアナログ時代から
多チャンネルだったの

で，デジタル化でさらにチャンネル数が増え
ても大きなインパクトはなく，華数では「放
送デジタル化」から一歩進んで「全社会のデ
ジタル化」が必要と考えたという。またこう

した考えに至った背景として，デジタル化
が進むなか，IPTVやDTHという，ケーブ
ルテレビにとっての潜在的ライバルがいず
れ中国でもサービスを本格化させるという
危機感もあった。こうした競争への対策と
して，「HDTV=画質の高度化」と「双方向
化」の2つが考えられたが，華数は後者に重
点を置いた。この戦略は見事に的中，現在
市街地の100万戸のデジタルユーザーのうち，
月に94元払ってくれるVIP契約の顧客は20%
に及ぶ。しかも鄭氏によると，華数の収入源
はそれだけにとどまらず，大きく分けて4つ
あるという。それは，
① ユーザーの利用料金
② 新規着工住宅における工事費
③ 衛星チャンネル事業者への課金
④ レストラン等情報掲載事業者への課金
である。このうち②の工事費は，1平方メー
トルあたり 16 元（約 230 円）という形で徴
収するのだが，実際はどの家庭でも工事費に
大きな差はない。しかし面積比例の料金にす
れば，家の広い「金持ち」から多く徴収でき
ることになり，合わせて年 2 億元強（約 28
億円）の収入になる。次に③についてだが，
現在の中国では，省レベルの放送局はいずれ
も衛星を通じて全国に発信するチャンネル
を 1つずつ持っている。しかしチベットテレ
ビや青海テレビのような辺境地域のテレビ局
は，通常人気が今ひとつであり，ケーブル局
はこうしたテレビ局に対しては「うちのパッ
ケージに入れなくてもいいのだが…」といっ
た強い立場に立てる。そこで通常は衛星チャ
ンネル事業者の側がケーブル局に「落地費」
という費用を払うことになっていて，これを
30 ある省レベルの放送局の大部分から徴収
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すると年間で 1億元（約 14 億円）の収入に
なるのである。また④についても，レストラ
ンやホテルから大学，行政に至るまで，あら
ゆる情報提供者に課金できる可能性がある。
鄭氏によると，①から④までを合わせた総収
入は 8億元（約 114 億円）を超え，去年の利
潤は 5,000 万元（約 7 億 1,500 万円）以上に
達したという。
もっとも華数にも1つ誤算があった。それ

は，基本料金の改定がストップしていること
である。もともと華数では，ケーブルテレビ
のユーザーからデジタル化への理解と支持を
取り付けるため，デジタル化してから2年間
は14元というアナログ時代の基本料金を据
え置く方針を打ち出していた。2年経過後，
STBの無料配布にかかった費用などを回収
するため，華数は基本料金の値上げを申請，
去年7月に消費者代表も出席した公聴会を経
て，いったん月額料金を21元（約300円）に
引き上げる認可を得た。ところが折悪しく中
国では豚肉をはじめとする食料品価格が急上
昇，統制価格であるケーブル基本料金もその
あおりで，物価情勢が落ち着くまで「凍結」
となったのである。04年から06年まで無料
のSTB配布などで赤字続きだった華数とし
ては痛いとばっちりだったが，付加価値サー
ビスの増大というデジタル化の基本的なビジ
ネスモデルは確立しているため，前途は洋々
といえよう。
華数のケースは「杭州モデル」として今で

は「青島モデル」をしのぐ評価を受けており，
鄭氏によると，アモイ・鄭州・新疆・広西・
雲南などの各地から相次いで技術協力の要請
を受けている。また杭州周辺の県・市50万戸
のデジタル化にも取り組んでおり，数年後に

はユーザーは
150万戸に達
するという。
ユーザーの

声も聞いてみ
る た め， 華
数のユーザー宅を1軒訪問した。瀋子強さん
（35）は妻と4歳の長女の3人暮らし，日中は
瀋さんの父母も孫の面倒を見に来ているとい
う。2年前に800元（約11,400円）のSTBを
無料で配布されたが，そのときの条件は600
元分（約8,600円）の視聴料金を華数に「先
に預けておく」ことだった。瀋さんはVOD
サービスに慣れてくると大変便利なものと感
じ，今では「離れられない存在」になったと
言う。各自の好きなコンテンツは様々で，瀋
さんとその父親はニュース，妻は香港のテレ
ビドラマ，瀋さんの母親は国産のテレビドラ
マ，長女は幼児番組となるが，メリットとし
ては，
①  ニュースも含め VODでいつでも見られ
るので，テレビを見る際の立場が「受け身」
から「能動的」になった

②  天気予報などがインターネットよりも早
く簡単に見られ，特に年長者には便利

③  公共料金の払い込みに銀行まで行かなく
てよい

などの点を挙げていた。特に③は，サービス
精神に欠ける中国の銀行で長い時間待たされ
続けてきた中国人にとって大変な朗報である。

  3 上海文広が先行するが課題も多いIPTV

次に，IPTVサービスについて見ていく。
杭州のデジタルケーブル放送はIPTVと結合
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したサービスなので，双方のサービス内容は
そう変わらないのだが，上海文広メディアグ
ループやCCTVが手がけるサービスは全国
的に展開できるという点が異なっている。杭
州のように優れたビジネスモデルを全国的に
展開できるとすれば大変有望な市場になる
が，果たして期待通りになるのだろうか。

上海テレビや上海東
方テレビが中心になっ
てできた上海文広メ
ディアグループは，04
年に早くもアメリカの
バイアコムと合弁の番
組制作会社設立に動く
（注:その後政府の引き
締め強化で実現せず）

など，省レベルでは湖南テレビと並んで最も
活力があり，CCTVに挑戦しうる筆頭格の存
在である。上海文広は全国で最初にSARFT
からIPTVの事業免許を取得し，05年末に系
列会社のBesTV（百視通）を設立した。調査
ではこのBesTVの李川副総裁（注:通常中国
の会社役員については，
董事長を会長，総経理を
社長と訳しているが，総
裁は会長と社長を兼任す
る側面もあり，本稿では
総裁のまま表記した）に
話を聞いた。
上海文広は確かに全国を対象としたIPTV

サービスの事業免許を取得したが，実際に
行うサービスは主要都市ごとになる。これ
は，事業パートナーである通信事業者が，地
域ごとの系列会社に分かれているためで，例
えば中国網通（China Netcom）の場合，先

述した杭州網通は杭州市をカバー区域とす
るなど，地域ごとに網通の系列会社が存在す
る。そしてBesTVは，中国北部では中国網
通，南部では中国電信（China Telecom）の
系列会社とそれぞれ協力して事業を進めてい
る。最初にサービスを始めたのは黒龍江省の
ハルビンで，これまでに十数万件の契約を獲
得した。李氏によると，今年1月現在のユー
ザーは50万件を超え，うち半数は地元の上
海となっている。既に福建・浙江・遼寧・陝
西など10の地域で事業を進めることが可能
になっており，ユーザーは今年中に100万件，
3年後には500万件超にまで拡大したいと李
氏は抱負を語る。
BesTV

のサービス
を具体的
に見ていく
と，テレビ
の基本画
面は杭州の華数とほぼ同じで，リモコンで多
チャンネル・VOD・生活情報のいずれかを
選択する。
多チャンネルは上海文広の十数チャンネル

をはじめ，上海文広の系列会社の有料デジタ
ルチャンネル，CCTV，省レベルのテレビ局
の衛星チャンネルなど計60～70チャンネル
になる。またVODはやはり香港・台湾・韓国・
日本などを含むテレビドラマをはじめ，映
画，ニュース（過去2日間48時間分），科学・

教育，文化な
ど 幅 広 い 分
野に及ぶ。ま
た，生放送の
ニュースでも
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トイレに行くときなどいったん停止し，戻っ
てから再開できる機能もある。生活情報は天
気予報，ホテル・レストラン情報，ゲーム，
株式市況など，これも杭州の華数と大して違
わないサービスである。李氏によると，ユー
ザーの利用頻度は，放送済みのニュースな
どを見るのが40%，そのほかのVODが40%，
生放送の視聴は20%に過ぎなかったという。
視聴料金には40元（約570円），60元（約

860円），100元（約1,430円）の3つのパッ
ケージがあり，高額になるほど無料で見られ
る番組が多くなる。またテレビショッピング
の事業者等への課金も行っている。しかし年
間の売り上げは，去年1年間で5,000万元（約
7億円）余りという。杭州の華数の8億元強
と比べいかにも貧弱に見える。確かに「工事
費」といった収入はBesTVには見当たらな
いが，50万世帯から月40元の収入があれば，
年間で2.4億元になるはずなので，今は「試
験的利用」の段階で課金が始まっていない
ユーザーも多いのではないかと思われる。
李氏はユーザーの反応について，特に放

送済みニュースの視聴やテレビドラマ等の
VODが好評で，ゲームなどの付加価値サー
ビスもパソコンよりテレビのほうが簡単で良
いとの評価を得ていると述べる。そして技術
的には「安定性」と「帯域」の不足を挙げた
が，これも今後徐々に改善するとしている。
次にCCTVのIPTVだが，これについて

は系列会社「央視国際網絡有限公司」技術部
の劉璐副主任に話を聞いた。CCTVがIPTV
の事業免許を取得したのは06年4月で，同
年12月から吉林省の長春で，長春網通と提
携し500戸を対象に試験放送を始めた。生放
送のチャンネルはCCTVの17の無料チャン

ネルが中心で，このほ
か7日前までの放送済み
ニュースなどを見られる
サービスや通常のVOD
がある。月額料金は60
元（約860円）だが，現
在は試験放送のため無料
で，オリンピックまでには本放送を開始する
予定だという。
上海文広は既に50万件の顧客を獲得した

のに，CCTVはなぜなかなか本放送を始め
ないのだろうか。実はIPTV事業は，通常
ケーブルテレビ事業と市場が正面から競合す
る。杭州のケースは両者が一体化していた
が，世界的に見ても，アメリカでは通信事業
者のベライゾン対ケーブル事業者のコムキャ
スト，香港では通信事業者PCCWのNOW 
Braodband TV対ケーブル事業者のi-cableと
いった具合に，両者は血で血を洗うような激
しい市場獲得競争を行っているのである。中
国の場合，ケーブル事業者は通信事業者のよ
うに全国レベルの大手が存在するわけではな
く，地域ごとに「地元代表」ともいうべき事
業者が割拠している。そして中国はかつて
「諸侯経済」という言葉があったように，経
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済的利益に関しては，各省市とも自己利益を
最優先に考える傾向が強い。こうしたなかで
全国的にIPTV事業を進めようとしても，各
地のケーブル事業者が地元政府を巻き込んで
猛反対することは目に見えている。実際に上
海文広がハルビンに進出した際にはこうした
地元の抵抗が非常に激しかったと言われてお
り，上海文広はその後地元上海を除いて大規
模な顧客獲得にまだ成功していない。しかも
IPTVのセールスポイントの1つは「生活情
報プラットフォーム」なのだが，地元の反対
が強いと，地域生活情報を集めるのが難しく
なる可能性もある。CCTVはこうしたIPTV
事業に対する「障害」を熟知しているからこ
そ，その運営に慎重になっていると見られ，
実際担当の劉氏自体が「私たちにとっては
IPTVよりネットテレビ（注:ストリーミン
グ方式によってパソコンでテレビ番組が見ら
れるもの）や携帯向け放送のほうが事業の優
先度が高い」と言明している。こうしてみる
と上海文広のIPTVが今後こうした「障害」
をどこまで克服できるかが，IPTV普及の最
大の焦点になると見られる。

  4 「有料モデル」が苦戦するHDTV

次に高画質サービスのHDTVについて見
ていく。HDTVはCCTVと上海文広がとも
に06年初頭からケーブル有料チャンネルで
本放送を始めた。まずCCTVについてだが，
実はCCTVのケーブル有料チャンネルは無
残な失敗であった。2年間取り組んだ結果の
顧客数は全国でわずか4,000～5,000件にとど
まったのである。このためCCTVでは，せっ
かくオリンピックの映像をHDで撮影・伝送

しても，見る人がいなければ仕方がないと，
今年1月から地上デジタル放送の無料チャン
ネルとして新規にHDチャンネルを立ち上げ
ることにしたのである。そこで地上デジタル
のHD無料チャンネルを担当する系列会社，
中国国際電視総公司の曹青総裁助理（注:総
裁助理は英語でPresident Assistant，日本
語では「社長補佐」にな
る）から話を聞くことに
した。曹氏によると，当
初HDTVをケーブル有
料チャンネルで始めたの
は，行政当局のSARFT
を含め，有料チャンネル
が時代の流れで有望と判断していたためだっ
たが，この予測は全く外れた。実はケーブ
ル有料チャンネルはHDTV以外にも100を
超すチャンネルがこれまでに認可されたのだ
が，人気が出たのはわずか1～2チャンネル
程度で，そのほかはすべて失敗と言われてい
る。視聴者は個別のチャンネルに金を払うと
いう意識が持てなかったとも言えるし，払っ
てもいいと思えるだけのキラーコンテンツが
出てこなかったと言うこともできよう。とも
あれCCTVは，有料チャンネルは当面残し
たまま，新たに地上デジタル放送でHD無料
チャンネルを始めることになった。曹氏に
よると，採用する技術方式はSARFTが定め
たGB20600-2006で，送出における技術標準
は固定受信向けがDMB-TH，移動体向けが
CMMBである。このDMB-THはDVB-Tを
改良した清華大学方式と，ATSCを改良した
交通大学方式をミックスしたもので，業界関
係者の間では「水と油を混ぜたもの」として
評判が悪い。しかし中国で唯一，国が直接管
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轄するテレビ局であるCCTVとなれば，当
局の意向に逆らうはずもなく，曹氏は「総合・
経済・子ども・音楽という4つの標準画質チャ
ンネルは清華大学方式の『多載波』（Multi-
Carrier）を使い，新規のHDチャンネルは交
通大学方式の『単載波』（Single-Carrier）を
使う」と説明している。そして1月1日から
この計5チャンネルを地上デジタルで送出し
ているのだが，現在のカバーエリアは北京市
内のみで，しかも受信可能なSTBやチュー
ナー内蔵型テレビはまだほとんど市場に出
回っていないから，視聴世帯は今のところ皆
無に近い。曹氏によると，カバーエリアは
オリンピックまでに会場となる6都市（注:
青島・天津・上海・秦皇島・瀋陽・香港で，
青島はセーリング，香港は馬術，ほかの4都
市はサッカーの予選）には広げたいとしてい
る。受信可能なSTBやチューナーは3～4月
ころから出荷が本格化し，ソニーやサムスン
の内蔵型テレビで1万元（約14万円）くらい

の価格に
なるとい
う。また
番組内容
について

は，今は『再説長江』『香港10年』など過去
に放送したものばかりだが，それでもHDに
よる放送は初めてとしている。新規の番組が
出てくるのは「本放送」となる3月以降の見
通しである。
一方上海文広のケーブル有料HDチャンネ

ルについては，系列会社の上海文広互動電視
有限公司（sitv）HD番組センターの趙明義
主管に話を聞いた。sitvのサービスは通常午
前8時から翌朝1時までの1日17時間で，テ

レビドラマ・映画・ドキュ
メンタリー・スポーツ中
継・アニメなどの番組を
提供し，月額料金は80元
（約1,140円）である。2年
間で5万件のユーザーを
獲得しており，少なくと
もCCTVの有料チャンネルよりは健闘して
いる。趙氏はその理由として，「国際志向」「ス
ポーツ中継重視」を挙げる。CCTVは「国家
級テレビ局」の自負があるせいか，HD番組
コンテンツも自前で作ることへのこだわりが
あるようだが，sitvはその点，割り切って考
えている。06年4月にはヤオ・ミン（姚明）
選手がヒューストン・ロケッツで活躍する
米NBAの放送権を獲得，このほかテニスの
ATP Master，陸上，F1レースにも食指を
動かし，今年6月からはゴルフのPGAの放
送も始める予定である。カバーエリアは現在
のところ上海・北京・広州・深圳・南京・大連・
青島・アモイなどの主要都市に広がってい
る。また趙氏は，上海文広メディアグループ
として，オリンピックまでに無料のHDチャ
ンネルを立ち上げる計画も明らかにした。こ
のチャンネルは有料チャンネルとは違い，上
海文広が作る番組を中心とした公益性の高い
内容となるとのことだったが，ビジネスモデ
ルがまだ確立していないHDTVへの対応を
上海文広が積極化していることは，その将来
性への期待をうかがわせた。

  5 陣取り競争が始まった携帯向け放送

中国での携帯向け放送は，大きく言って2
つの方式に分かれる。1つは通常の携帯向け
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放送だが，これは通信を利用してコンテンツ
を送信するタイプと，放送波を利用するタイ
プに分かれる。中国でCCTVや中国国際ラ
ジオが現在サービスを行っているのは通信利
用のほうで，放送波利用のサービスはこれ
からである。もう1つはヨーロッパのDAB
（Digital Audio Broadcasting）を改良し，ラ
ジオ・データ放送に加えてテレビの視聴も
できるようにしたDMB（Digital Multimedia 
Broadcasting）である。先述の放送波とは異
なる周波数帯域を利用するサービスで，既に
北京人民ラジオや広東省の佛山市が手がけて
いる。今回訪問調査を行ったのは，北京人民
ラジオ・CCTV・中国国際ラジオの3事業者
だが，最初にサービスを開始した北京人民ラ
ジオから順に紹介する。
北京人民ラジオは，1949年にできた，北京

市一帯を放送エリアとする大型国有ラジオ局
で，現在ニュース・スポーツ・音楽など8チャ
ンネルの放送を行っている。DMB（注:中国
では韓国の真似と言われたくないためか，当
該事業者を含めDABという用語を使うこと
が多いが，テレビチャンネルの視聴が可能で
あることと，韓国の技術を導入したのは事実
であることを考慮し，本稿ではDMBと表記

する）の事業は系列会社
の北京悦龍数字広播伝媒
科技有限責任公司が担当
しており，同社の秦学剛
社長に話を聞いた。秦氏
によると，悦龍は06年
8月に事業認可を取得，
同年11月から放送を開始した。もっとも対
応した受信機が発売されたのは07年6月な
ので，それまでは試験放送だったといえる。
チャンネル構成は，ラジオが合わせて16チャ
ンネルで，内訳は北京人民ラジオが8，中国
人民ラジオが1，中国国際ラジオが3，クラ
シック音楽などの新規チャンネルが4となっ
ている。またテレビは合わせて6チャンネル
で，CCTV・中国国際ラジオ・北京テレビな
どのニュース・経済・交通情報などを放送し
ており，今後は株式市況などのデータサービ
スも行っていく考えである。カバーエリアは
山間部を除く北京市全域で，秦氏によると，
ユーザーは出退勤の際にテレビチャンネルを
視聴することが多いという。受信機は専用タ
イプが400～500元（約5,720～7,150円），携
帯電話との兼用タイプが2,000～3,000元（約
28,600～42,900円）程度の価格で，販売台数
は半年の累計で12万台である。通信を管轄
する情報産業省（注:今年の行政機構改革で，
情報産業省は国防科学技術工業委員会などと
業務の統合を行い，工業情報化部と改名する
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ことになったが，本稿では「情報産業省」を
使用する）と放送を管轄するSARFTの間で
規格についての話がまとまっていないことか
ら，ほとんどが専用受信機で，携帯電話兼用
のものはまだ非常に少ないという。この12
万台という数字について秦氏は，「非常に遅
い」と不満を示す一方，その原因は政策上の
問題であり，商業ベースで運営していくこと
に問題はないと述べた。秦氏が「政策上の問
題」と考えているのは，先述した携帯電話兼
用の受信機がほとんど市場に出ていないこと
に加え，今後放送波を利用した携帯向け放送
の技術規格とDMBの間に競合・衝突のおそ
れがあることである。SARFTでは，放送波
を利用した携帯向け放送の技術規格として
06年10月にCMMBを選定し，すべての携帯
電話事業者にこの規格の採用を求めた経緯が
ある。悦龍からすれば，将来もしDMBの規
格をCMMBに一本化しろと言われたら，今
までの投資が水の泡になりかねない。秦氏
は，こうした状態にならないためにもDMB
を早く普及させ，既成事実を作りたいと考え
ている。ユーザーはオリンピックまでに100
万件を目標としているが，早い時期にここま
で増えればDMBの規格は淘汰されずに済む
というわけである。
ビジネスモデルについては，広告はまだ

ユーザーが少ないため入れていないという。
秦氏は，広告が入れられる前提となるユー
ザー数を20万～30万以上と見ているが，そ
のほかにも，DMBのユーザーがCMになっ
たとたんに視聴をやめてしまうことがないか
どうかなど，その視聴習慣にも注意を払って
いる。
また課金については，月ぎめとし，中

国移動（China Mobile）・中国聨通（China 
Unicom）といった携帯電話事業者が集金す
るモデルを想定しているが，オリンピックま
では顧客層拡大のため無料を続けるという。
秦氏によると，こうした地域ごとのDMB

は北京のほか，広東省・上海・大連・河南省
などで既に事業認可が出ており，雲南省・深
圳・遼寧省などでも試験放送を開始するなど，
広がりを見せているという。DMBは北京や
佛山のようにラジオ局が手がけるケースが多
いようだが，これはテレビ局と比べ広告収入
の面で見劣りがするラジオ局にとって，何ら
かの形でテレビに進出したいという“悲願”
の現われと見られている。

次にCCTVによる
携帯向け放送だが，系
列会社である央視国際
網絡有限公司の移動多
媒体事業部手機流媒体
業務部の羅麗執行総監
（Executive Director）

に話を聞いた。央視国際が通信を利用した
携帯向け放送を始めたのは，06年12月で，
当初無料放送を行ったあと，07年7月から
月6元（約85円）を課金しているが，広告
はまだない。コンテンツはストリーミング
で見る生放送がCCTVの総合・経済・芸術
総合・映画・ニュース・音楽の6チャンネ
ルで，このほかESPN中国やFashion TVの
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コンテンツを2分程度に短く編集したもの
などを提供している。視聴者は18～34歳の
若者が半数以上を占め，ユーザー数は今年1
月現在で13万9,000件である。
通信事業者は大手の中国移動・中国聨通の

双方と提携しているが，羅氏によると最大手
の中国移動は既に全国31の省・市・自治区
のうち11をカバーエリアとし，今年中に全
土をカバーできそうだという。
携帯向け放送の課題として，羅氏は帯域の

不足・利用者の囲い込みの難航を挙げる。確
かにデモを見せてもらった限りでは，画面の
呼び出しに数秒の時間がかかるほか，画質も
不鮮明である。中国の現在の携帯電話は世代
でいうと3Gの手前の「2.5G」と言われてい
るが，3Gが本格的に普及しないと，ビジネ
スとしての発展は難しいといえそうだ。そこ
で羅氏も，放送波を利用する方式の将来性に
注目しているという。
最後は中国国際ラジオ（CRI）であるが，

ニューメディア番組センターの範建平副主
任に話を聞いた。CRIはもともと外国の38
の言語と北京語・広東語などで国際放送を
行う事業体だが，最近は地方テレビ局向け

の映像ニュースの配信な
ど，テレビ関係にも進出
している。とはいえ携帯
向け放送を行ううえで
CCTVのように自前の
コンテンツを揃えるのは
難しいため，基本的に他
局もしくは制作会社からコンテンツを買い
集めるプラットフォーム事業者の色彩が強
い。範氏によると，CRIは07年4月から中
国移動・中国聨通と協力して事業をスター
トさせ，全国を対象にサービスを行ってお
り，受信可能な携帯は数十万台という。サー
ビスの内容はニュースやテレビドラマなど
を携帯向けに短時間に編集したものが中心
だが，携帯向け専用に新規に作るコンテン
ツもある。現在広告はほとんどなく，コン
テンツの一部を有料として，1件につき2元
（約28円）などと課金している。しかし範氏
はこの方式では顧客の拡大は難しいとして，
近く月ぎめ料金を導入する方針だと説明し
た。また範氏は，携帯向け放送は固定受信
の場合と異なり，地下鉄やバスの待ち時間
にちょっと見るといった視聴が中心になり，
例えば映像もロングショットよりアップが
重要になるとして，コンテンツは固定受信
向けの番組とは異なるものであるべきとの
考えを示した。そして特に「VOD」と「双
方向」をキーワードに挙げたが，携帯電話が
現行の「2.5G」では携帯向け放送の普及に限
界があるとの認識は範氏にも強く，「3Gの時
代にならないと利益を上げる見通しは立た
ないが，いつ3Gが普及するかも予測しにく
い」と先行き不透明な現状を認めた。
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   6 各デジタルサービスの評価と課題

これまでデジタルケーブルテレビ・IPTV・
HDTV・携帯向け放送の4つの新サービスに
ついて現地調査の結果を見てきたが，ここで
各サービスの現時点での評価と課題について
まとめたい。
ケーブルテレビのデジタル化は杭州を見る

限り順風満帆に見えるが，ほかの地域の状
況も見てみる必要があるので，07年8月に出
版された『中国数字電視発展報告』（中国国
際広播影視博覧会組織委員会およびCSM媒
介研究有限公司編）から一部，最近行われた
全国調査の結果を紹介していく。報告書によ
ると，中国メディア大学（注:「中国伝媒大
学」，かつての北京広播学院）が06年9月か
ら10月にかけて，ケーブルデジタル化の49
の試験都市について調査を行っている（報告
書27～33ページ）。デジタル化の結果，テレ
ビチャンネルの数は平均で43から60に増加
した。また視聴料金はアナログ時代の月15
元（約215円）以下から10元（約140円）程
度値上げした都市が多く，平均の月額料金は
21元（約300円）となった。次に付加価値サー
ビスだが，行政情報や生活情報など「単方向」
で提供できるサービスは70%の都市で導入
されていた。また，NVOD（注:Near VOD，
短時間の間隔をずらして同じ番組を送出す
る。技術的には単なる多チャンネル放送）や
HDTVなどのサービスも比較的多くの都市で
実施されていた。一方，オンラインゲームや
テレビショッピング，株式売買，遠隔教育な
ど，「双方向」が大前提となるサービスを実
施している都市は少数にとどまった。これは
双方向サービス実施に必要な設備改修を行っ

ている都市が多くないことと，双方向サービ
ス実施には他業種の企業との協力関係を作り
上げる必要があることが原因と報告書では指
摘している。そのうえで，双方向サービスが
進んでいる都市として，杭州・深圳・山東省
の淄博を挙げている。また，付加価値サービ
スの内容は，多かったものから順に「経済情
報」「生活情報」「NVOD」「HDTV」「VOD」「遠
隔教育」「テレビショッピング」「オンライン
ゲーム」「株式売買」などを挙げている。
こうして見ると，全国的には杭州ほど先進

的な都市はまだ多くはないことがわかるが，
「杭州モデル」にならって双方向サービス実
施に舵を切った都市が増えているのも事実で
ある。ただ，ケーブルテレビのデジタル化は，
① STBの無料配布
② 「双方向」への設備改修
の双方で莫大な資金が必要になることから，
こうした資金をいかに確保していくかが最大
の課題と言えよう。
次 にIPTVだ が， 放 送 事 業 者 の な か

でIPTVの推進がメリットとなるのは，
CCTV・上海文広・湖南テレビのようにコン
テンツは全国レベルだが，全国の各家庭ま
で到達させるインフラを持っていない事業
者である。彼らはIPTVが普及すれば，各地
方のケーブル事業者の独占的地位を打ち破
ることができ，コンテンツ提供をめぐる交
渉もかなり有利になる。しかし逆に言えば，
IPTVは地方のケーブル事業者にとっては大
きな脅威である。また地方のテレビ局とし
ても，CCTVや上海文広などの多くのチャ
ンネルがIPTVで地元住民に提供されるよう
になれば，視聴率競争が激しくなることは
間違いない。従ってこうした地方の放送事
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業者は地方政府を巻き込んでIPTVの進出
をブロックしようとする可能性が高く，「地
方の抵抗」が最大の障害にならざるを得な
い。そしてもう1つの問題は，情報産業省と
SARFTの対立である。情報産業省としては，
IPTVの事業免許を中国電信や中国網通のよ
うな通信事業者に出したいのだが，SARFT
はこれまで一貫して「IPTVは通信ではなく
放送」として，事業免許は放送事業者にしか
出さない立場を堅持している。しかし通信事
業者としては，IPTV実施のために巨額の投
資をする以上，自らの持つインフラにどの
ようなチャンネルを入れるかという「プラッ
トフォーム事業」はCCTVや上海文広に任せ
るのでなく，アメリカのベライゾンや香港
のPCCWのように自ら手がけたいと思って
いる。通信事業者への事業免許が認められ
るかどうかも今後の焦点の1つである。
次にHDTVだが，デジタルケーブルの有

料チャンネルはCCTVでは大失敗，上海文
広も一定の進展を見せたとはいえ，5万件の
ユーザーでは帳尻を合わせるにはほど遠いだ
ろう。「無料チャンネル」に慣れきった中国
の視聴者にとって，「画質が良い」だけでは
課金が難しいことが明らかになり，明確なビ
ジネスモデルを見出しにくいのが現状だ。一
方で共産党の一党支配が続く中国では，有料
でも顧客が付きそうな海外コンテンツの多く
は厳しい規制の対象となっている。さらに
HDTVをやるには投資コストも小さくない
ため，北京テレビ・湖南テレビといった省レ
ベルのテレビ局の大部分にとっては，普及の
先頭に立つ余力はない。従って大部分のテレ
ビ局は，CCTVや上海文広がHDTVの市場
を広げ，対応するテレビ受像機などが普及し

たあとで動いても遅くないと考えているので
ある。
携帯向け放送は，技術が未熟であること

から，市場も未熟であるというのが実態だ。
CCTVやCRIが行っている通信を利用した
放送は，現状では画質が悪いし，多人数で
同時にアクセスできない，通信費がかかり
長時間は見られないといった問題がある。
一方，放送波を利用する携帯向け放送はこ
れからだが，技術規格をめぐる問題がここ
へ来て白熱化している。SARFTは06年10
月にCMMBという規格を「業界標準」とし
て発表しているが，中国では最終的な規格
は「業界標準」ではなく「国家標準」である。
携帯向け放送は通信と放送の両分野にまた
がるため，「国家標準」の選定に当たる国家
標準化管理委員会は情報産業省・SARFT，
それに国家発展改革委員会などの担当者が
参加した場で規格の話し合いを行うことに
していた。ところが07年11月に行われた技
術試験の際，情報産業省が推している規格
などは参加したのに対し，SARFTが推す
CMMB陣営は直前になって不参加を表明し
たのである。
放送業界に詳しい大学関係者にこの背景

を聞いたところ，通信における3Gと放送の
CMMBを比較すれば，CMMBの優位は明ら
かであり，「国家標準」選定の動きには情報
産業省の「陰謀」を感じるとして，以下のよ
うに説明した。
CMMBの優位とは具体的には，

① 技術の質 : 3Gは複雑だが，CMMBは単純
② 帯 域 幅 : 3Gは大きいが，CMMBは小さい
③ オリンピック:  3Gは間に合わず，CMMBは間

に合う
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の 3 点になる。情報産業省が国家標準の
試験に持ち込んだのは，3G の普及に時間
がかかりそうななかで，現状で優位にあ
る CMMB の普及を阻止するためで，試験
中は普及できないから時間稼ぎができると
考えていると見られる。前回，地上デジタ
ル放送の技術規格を決める際にも，ケー
ブルや衛星の業界標準が DVB であったに
もかかわらず，国家発展改革委員会が「中
国独自方式」にこだわった結果，最後は政
治問題化し，「水と油を混ぜた」方式が生
まれ業界関係者を困惑させた経緯がある。
SARFT はこの経験を教訓に，不合理な結
果を招く恐れのある「国家標準選定手続き」
は無視し，独自に CMMB を普及させる方
針を決めた。実際CMMBは既にオリンピッ
ク開催の 6 都市で試験信号を出しているほ
か，対応する IC などの生産体制も整いつ
つあり，今年 5 月には完全に軌道に乗る見
通しである。
情報産業省の側にも反論はあるだろう

が，少なくとも放送陣営の目論見はよくわ
かる話である。中国では，法律は現状を縛
るよりも追認することが多いという側面が
あり，既成事実を先に作るというSARFT
の作戦が成功する可能性もある。

  まとめ

中国の放送デジタル化は北京オリンピッ
クという一大イベントを目標に，ここ1～
2年で急速な進展を見せた。中でも杭州に
代表される「双方向」型のケーブルデジタ
ル化は，先行したバス向けの地上デジタル

放送と共に，堅固なビジネスモデルを打ち
立てているように見える。一方HDTVにつ
いては，CCTVと上海文広が有料チャンネ
ル・無料チャンネルの双方で取り組みを進
めているが，巨額の投資が必要な一方で無
料チャンネルに慣れた視聴者の反応が鈍い
という具合で，全般的には苦戦といえよう。
IPTVと携帯向け放送については，潜在力
は十分あるものの，現在の市場が未熟なう
えに「全国対地方」「情報産業省対SARFT」
といった厳しい対立の構図が，迅速な普及
の妨げになっている。今後この対立をどの
ように処理していくのかが，デジタル化の
進展を占う大きなメルクマールとなりそう
である。

（やまだ けんいち）


