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 はじめに

ドイツでは，地上放送のデジタル化が2008
年11月に主要国としては一番早く終了し，ま
た衛星アナログ放送の終了も間近とみられてい
る。しかし，国内でもっとも重要な視聴手段と
なっているケーブルテレビで，デジタルサービ
スの普及が長らく低迷してきた。またケーブル
によるインターネットと電話サービスの開始も，
他の先進的な国に比べて遅かった。

ドイツは世界でも有数のケーブル大国であ
る。加入世帯はおよそ2,000万，接続可能世帯
数では2,600万とヨーロッパでは最大，世界で
も中国，インド，アメリカにつぐ規模である1）そ
れだけに関係者はみな，その潜在力を生かせ
ていない現状に不満と苛立ちを感じている。そ
の一方，この数年でようやく好転のきざしがみ
えてきた，と期待する向きもある。

本稿では，こうしたドイツのケーブルテレビ
の現状と課題を，そのユニークな成り立ちを紹
介しつつ報告したい。

 I. ケーブルテレビ利用の現状

まずドイツの放送市場とケーブルテレビ利用
に関する基礎的なデータを確認しておきたい。

図1は，ドイツのテレビ視聴世帯が，地上放
送，衛星放送，ケーブルテレビのうち，どれを主
要な視聴手段としているかを示したものである。
最も利用されているのはケーブルテレビで，衛
星放送がそれに続く。地上放送は，ごく限ら
れた範囲でしか利用されていない。

図2は，各伝送路ごとにみたデジタルサービ
ス利用率の推移である。地上デジタル放送は，
2002年に導入が始まったが，視聴世帯が少な
いことも幸いして，短期間で完全移行を達成し
た。衛星も，視聴世帯が多い割に移行は順調
に進んでいる。問題のケーブルであるが，2009
年6月時点で全ケーブルテレビ加入世帯の約7
割がアナログ視聴である。

ただしこれは，デジタル未対応のケーブル事
業者が多いということではない。後でみるが，
実は大部分のケーブル世帯には，多くのチャン
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ネルのデジタル信号が届いている。ただ利用が
増えないのである。

ちなみに1998年に連邦政府の肝煎りで設
立されたデジタル放送推進協議会（Initiative 
Digital Rundfunk/IDR）は当初，ケーブルの
デジタル化は市場と事業者の決定に委ねるとし
ながらも，2010年末には完全デジタル移行が
可能という見方を示していた 2）。だがこの目標
は，すでに2005年には放棄されてしまった。

次に， 各 国のブロードバンド普及率と，
DSL，ケーブル，光通信など技術別内訳を示
したのが図3である。

ドイツでは人口100人あたり27.4人がブロー
ドバンドを利用している計算になるが，そのう
ちの93%が電話線を介したDSL，7%がケーブ
ルインターネットである。カナダ，アメリカ，ベ
ルギー，オランダといった他のケーブル普及国
でのケーブルインターネットの利用率と比較する
と，ドイツの数字は突出して低い。

こうした現状について，1980年代に広帯域
ケーブルの全国網敷設を推進した当時の連邦
郵便電気通信省（郵電省）大臣シュヴァルツ＝シ
リングは，「地中に黄金が埋まっているのに，誰
も省みない」と嘆き，双方向のデジタルサービス
やDSLよりも高速なインターネットサービスを提
供できるケーブルを，貴重な資本としてもっと活
用すべきだと説いている4）。

だが，ケーブルのこうした現状は，まさにそ
の80〜90年代の政策決定に遠因がある。す
なわち，第1に，全国に張り巡らされたケーブ
ル網を，国家所有の部分と民間所有の部分に

「ネットワークレベル」の分割をしたこと。第2
に，90年代の郵便・電気通信民営化の際，ケー
ブル事業をドイツテレコムのもとに残したことで
ある。

このことがケーブルテレビの発展に重大な影
響を与え，特にデジタル時代に入ってからは機
能不全が目立つようになった。その後 2000年
代に入り，ケーブル事業が外国資本の手に渡っ
たとき，いよいよドイツでもケーブルのフルサー
ビス化が始まるものとの期待が高まった。しか
しこの期待はさしあたり失望感に取って代わっ
てしまったのである。

まずⅡ，Ⅲ節では80〜90年代の経緯を追
い，ドイツのケーブルテレビがどのように発展し
たか，またそれが現在にどのような影響を与え
ているかをみてみたい。

出典：ALM/ZAK Digitalisierungsbericht より作成

図 2　伝送路別のデジタル利用率の推移

図 3　各国のブロードバンド普及率と技術別シェア3）

％

0
5
10
15
20
25
30
35
40

その他FTTH/FTTBケーブルDSL

日
本

オ
ー
ス
ト
リ
ア

ア
メ
リ
カ

ド
イ
ツ

フ
ラ
ン
ス

ベ
ル
ギ
ー

イ
ギ
リ
ス

カ
ナ
ダ

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

韓
国

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ス
イ
ス

ノ
ル
ウ
ェ
ー

オ
ラ
ン
ダ

デ
ン
マ
ー
ク

その他
ケーブル DSL

6.9

0.4

43.0%

DSL
地上波

ケーブル

衛星

49.0

7.3

0.7

43.0%

出典：OECD（2008 年末）



34 　DECEMBER 2009

 Ⅱ . 1980 年代：連邦郵便の巨大事業

Ⅱ - 1　商業放送の伝送路としてのケーブル

1982年は，ドイツ連邦共和国の政治史のな
かで＜転換＞の年と呼ばれる。

この年，キリスト教民主同盟と自由民主党の
連立政権が誕生し，ヘルムート・コール首相が
就任した。後に東西ドイツ統一でも活躍し，第
二の＜転換＞も率いたコール首相は，このとき

“メンタリティの刷新”を唱えて，いわゆる新自
由主義へと国政の舵を切ったが，この刷新は，
メディア・産業政策の文脈では，“ニューメディ
ア”振興による情報化社会へ向けての離陸とい
う形をとった。コール首相は，所信表明演説で

「現代的なコミュニケーション技術を発展させる
上での政治的障害は，もはやありません。連邦
政府は，連邦諸州と一致協力してメディア秩序
を一新させるでしょう」と語ったが 5），これは具
体的には，国家プロジェクトとしての広帯域ケー
ブルの全国網建設と，それによる商業放送の
導入を意味していた。

当時ヨーロッパでテレビ用に使えた地上周波
数は3チャンネル分で，ドイツではこれを公共放
送 のARDとZDFが 独占していた6）。すでに
1970年代半ばに「技術的コミュニケーションシ
ステムの高度活用のための諮問委員会」（KtK）
が，広帯域ケーブルや衛星放送の実用可能性
について調査報告を行い，商業放送の試みも含
め，何種類かのケーブル実験プロジェクトを各
州で行うよう提言していたが，中央与党だった
社会民主党が商業放送導入に反対の立場をとっ
ていたため，実験はなかなか開始できなかった。

1982年の政権交代はこうした停滞を吹き払う
効果をもっていた。郵電相シュヴァルツ＝シリン
グは，州側の実験開始を待たず，従業員数50

万の巨大国営事業体ドイツ連邦郵便にケーブル
網の拡張に取り掛からせた。6年後までに全世
帯の60％を接続可能にするという目標が発表さ
れた。テレビ28チャンネルの送信ができる帯
域300MHzの同軸ケーブル網が敷設され，ま
た通信衛星による番組配信のためのヘッドエン
ドの建設も積極的に進められた7）。そして1984
年1月には，ドイツ南西部ラインラント＝プファ
ルツ州でケーブルテレビ実験が行われた。この
ときドイツ初の商業放送PKS（後にSAT.1と改
称）が誕生したのである8）。

その後，80年代から90年代にかけて，商
業放送局が次々に設立され，ケーブルを通じて
配信された。このあたりの事情を振り返って，
シュヴァルツ＝シリングはこう述べている。「わ
が国のメディア秩序は，ケーブルテレビなしに
はありえなかった。1980年代の初めには，衛
星テレビが世界中からドイツの国境を越えて降
り注いでくるという事態が予測できていた。政
権を率いるコール首相と，郵電省の大臣だった
私は，このテレビ侵略を，多様で質の高い番
組サービスで対抗しようと思ったのである。こ
の目標は，広帯域ケーブル網の建設以外では
達成できなかった」9）。

1988年ころまでは接続可能世帯数に比べ，
加入世帯数の伸びは鈍かったが，その後は順

出典：ALM Jahrbuch，Western European TVより作成

図 4　ケーブルテレビ加入世帯数と接続可能世帯数の推移
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調に伸びている（図4）10）。1995年ころには，ヘッ
ドエンドとそこから広がる地域分配網は，全国
で1,600あまりになっていた11）。ヘッドエンドま
での番組伝送は，経済的な理由から，通信衛
星とマイクロ波を組み合わせて行われた。

Ⅱ- 2　ネットワークレベル：国と民間の提携モデル

ところで連邦郵便のケーブル網には前史があ
る。1960年代初めから，集合住宅において，
主に都市の美観保護や受信障害対策を目的と
して，共同受信アンテナの利用が広まっていた
のである。規模の大きいものでは，地区全体を
カバーし，マイクロ波を使っていわゆる区域外
再送信を行うものもあった。これらはほぼすべ
て地元の電気・アンテナ工事会社や集合住宅
オーナーなど民間による設立・運営で，70年代
終わりには，加入世帯800万，27万5,000施設
あったといわれている12）。

連邦郵便によるケーブル網敷設が決まったと
き，これらの共同受信アンテナの運営者はビジ
ネスの存続に危機感を抱き，ロビー活動を開始
した。1983年から84年にかけて，中小企業団
体が郵電省と協議を行った結果，ケーブル敷設
には民間参与の余地も容れ，独特の提携モデ
ルで行うことが合意された13）。これは，連邦郵

便の管轄を，ケーブル網のヘッドエンドから公
道地下を走る地域分配網までとし（ネットワーク
レベル/NE2および NE3と呼ばれる），公道と
敷地の境目に設置された接続点から居室まで
の引込み線（ネットワークレベル4/NE4）を民
間の運営に任せるというものであった（図5）。

この場合，NE4を運営する事業者（以下
NE4事業者）は，小売ビジネスを行うことにな
る。NE4事業者は集合住宅オーナーから，大
抵12〜20年の長期にわたる建物の使用許可と
各世帯へのケーブル接続・管理の委託を受け，
棟内配線を設置し，連邦郵便の地域分配網へ
つなげて信号を流す。NE4事業者は，加入世
帯またはオーナーから毎月ケーブル料金の支払
いを受け，また，連邦郵便には信号供給料金
を支払う。その際，連邦郵便は，大口注文に
は世帯数に応じて割引料金を設定しているの
で，この差額が NE4事業者の収益となる14）。
一軒家の場合は大抵，持ち主が連邦郵便の分
配網に直接接続した15）。

視聴者や集合住宅オーナーの側からみると，
ケーブル接続と保守管理サービスを受け，料金
を支払う相手は，“ご近所のケーブルテレビ屋さ
ん”であるNE4事業者であり，卸事業者であ
る連邦郵便の存在はあまり意識されないことに

なる16）。
また集合住宅のオーナーは，

自力でNE4を敷設・運営し，連
邦郵便と大口契約を結ぶこともで
きた。また，街区全体ないし自
治体全体の供給をNE4事業者が
請け負うケースもあった。NE4事
業者の規模は，100世帯未満か
ら数千，数万世帯までと多様で
あった。
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こうしたビジネスモデルは，NE4事業者にとっ
ては，長期間の確実な収入を保証する，旨み
のあるものだった。それまで共同受信アンテナ
を運営していた電気工事会社や住宅管理組合
などは，地上放送受信からNE4ケーブル事業
へと切り替えた。事業者数の正確なデータは存
在しないが，専門NE4事業者はおよそ500，
小規模の賃貸住宅のオーナーが自力でやって
いるようなケースも入れると4,000 〜 5,000（場
合によっては1万）あると推定されている17）。

こうして，世界でも類例のない独特のケーブ
ルビジネス構造が生まれたが，これは全体とし
てケーブル接続のコストを低く抑え，加入世帯
を伸ばすことに貢献した。ほぼ全国一律で，国
民は，比較的安い料金の多チャンネルサービス
を享受することができた。これが80 〜 90年代
にかけての商業放送の急成長の基盤となり，当
時の西ドイツのマスメディア状況，社会生活，
カルチャーに大きな影響を与えることになった。

アナログ時代の一方向の番組伝送には適し
ていたこの連邦郵便と民間の分割・提携モデル
は，しかしながら，後のデジタル技術による課
金をともなう個別サービスや双方向サービスの
時代には，逆に障害になってしまうことになる。

 Ⅲ . 1990 年代：EU の自由化政策

Ⅲ - 1　ドイツテレコムの思惑

1990年代に入ると，EUの電気通信の自由化
政策がドイツの情報通信・放送政策にも影響を及
ぼしてきた。独占的にケーブル事業を行っていた
連邦郵便は，2度の郵電改革を経て，3つの事業
体に分割され，1995年に民営化された。このと
き政府所有の株式会社ドイツテレコムが誕生した
が，ケーブル事業もドイツテレコムに引き継がれた。

NE3・NE4の分離モデルは，NE4事業者に
とっては収益率のよい安定したビジネスだった
と先に述べたが，実は，連邦郵便またはドイツ
テレコムにとっては赤字ビジネスだった。この
ためドイツテレコム内で，新しいビジネスモデル
の可能性が検討された18）。

EUやドイツの連邦カルテル庁が期待したの
は，広帯域ケーブル事業者が，電話やインター
ネットサービスに新たな収益源を求めていくこと
で，電気通信サービスの競争環境が改善され，
消費者の利便も向上することだった19）。しかし
既存の電話回線とケーブルの両方を所有してい
たドイツテレコムは，ISDNやDSLなど電話回
線のグレードアップに力を注ぎ，電話サービス
と競合してしまうケーブルのフルサービス化は意
図的に行わなかった。

ドイツテレコムが推進したのは，当時，大々
的に衛星有料デジタル放送の展開を始めていた
キルヒグループ（Kirch Gruppe）やベルテルス
マン（Bertelsmann）と提携して，ケーブルで
デジタルプラットフォームを確立し，新たな収入
源を開こうとする方向だった。

この準備としてドイツテレコムは1995年にイ
ンフラのデジタル化に着手し，フランクフルト近
郊にデジタルプレイアウトセンターを建設するな
どし，1998年には全国網のデジタル化を完了し
ている。しかし2度にわたる有料放送事業者と
の提携の試みは，結局，欧州委員会により，
有料デジタル放送市場での独占状況を作り出す
と判断され，却下された20）。

ドイツテレコムは1997年に有料放送DF1，
Premiere，翌年には公共放送ARDとZDFの
デジタル送信を始めたが，結局，ケーブル事業
の収益構造の改善にはならなかった。この時
期，衛星直接受信の急速な普及にもかかわら
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ず，ケーブルのシェアが落ちることがなかった
のは（図6），ドイツテレコムの企業努力という
より，集合住宅のオーナーが利ざやを稼ぐこと
ができ，また建物の美観を損なわないケーブル
を好んだことと，初めから30〜40チャンネル
の配信ができるようにしていた連邦郵便のイン
フラのおかげであった。

また，イギリスやオランダなどですでに始まっ
ていたインターネット・電話サービス21）の提供の
ために必要な広帯域化や上り回線設定など，イ
ンフラへの投資も行われず，ネットワークレベ
ルの分離構造も温存された。こうして「情報化
社会の王道」22）になるはずの広帯域ケーブルの
可能性は，90年代を通して生かされずに終わっ
たのである。

欧州委員会は1999年にいたり，旧国営の通
信事業者がケーブルテレビ事業を兼営すること
を禁じる指令を出し，ドイツテレコムはケーブ
ル事業の売却を余儀なくされた23）。

Ⅲ - 2　統合型 NE4 事業者の活躍

90年代に活発に動いたのはドイツテレコムで
はなく，NE4事業者のほうだった。

1996年8月に電気通信法が改正され，民間
事業者にそれまで連邦郵便ないしドイツテレコ

ムが独占していた公道部分へのケーブル拡張
が認められた。ヘッドエンドの技術革新が進
み，安価になっていたため，少なからぬNE4
が自前のヘッドエンドを設置し，サービスエリア
を拡大し，ドイツテレコムが配信していない番
組を提供するなどし，集合住宅の配信契約をめ
ぐって競争する状況が起きた。NE3業務に進
出したこうした事業者は，便宜的に，統合型
NE4事業者と呼ばれることが多い。

また各地に点在するローカルのNE4事業者
を買収して，一種のMSOとして規模を拡大す
る統合型NE4も現れた。Tele Columbusや
PrimaComなどがこうした事業者の例である
が，これらは光ファイバーを引き，862MHzの
広帯域でインターネットや電話サービスの提供
をいち早く始めるなど革新的な試みを行い，加
入世帯100万規模にまで成長した。

さらに地方自治体が運営する通信ないしエ
ネルギー供給事業者が，自前のインフラを使
用してケーブルテレビサービスに乗り出すケース
もあった。代表的なものとしてはケルンのNet 
Cologneや，ハンブルク近郊ノルダーシュテット
のwilhelm.telなどがある。いずれも加入世帯15
万ほどの中規模の統合型NE4事業者である。

もっとも大部分の小規模なNE4事業者は，
既存のビジネスの枠を出ることなく，ドイツテレ
コムの信号の小売りを続けていた。多くの視聴
者は30 〜 40のアナログチャンネルで満足して
いたし，要望があれば，棟内配線の伝送容量
を450MHzに上げればデジタルチャンネルの送
信も十分にできたからである。

一方逆に，ドイツテレコムのほうも子会社を
作りNE4ビジネスを展開した。こうして90年代
末には，ケーブル市場は複雑な様相を呈するこ
とになった。

出典：ALM Jahrbuch，Astra Satellite Monitors より作成

図 6　伝送路シェアの推移
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Ⅲ - 3　旧東独：分散する小規模ネットワーク

ここで旧東ドイツ地域の状況にも簡単に触れ
ておく24）。東ドイツでは，国営のケーブル事業
者は存在しなかったが，西ドイツと同じく，
1960年代から民間ベースで，建物の美観保護，
受信障害対策などのために共同受信アンテナの
設置が行われていた。共産主義諸国に典型的
な大規模な集合住宅も多く，大きな受信施設
が数多かった。

1980年には，西ドイツの放送の再送信がブー
ムとなり，多くの小規模なケーブル事業者が生
まれた。

ドイツ統一後，ドイツテレコムも旧東ドイツ
地域に進出したが，連邦郵便がやったように全
国網を目指すことはせず，採算がとれる都市部
に展開したが，すでに多くの小規模なケーブル
ネットワークが発達していたため，入り込む余
地はそう大きくなかった。このため，旧東ドイツ
地域のケーブル市場は，独立系の小規模ネット
ワークの乱立する分散型構造をしているが，加
入世帯の割合は，旧西ドイツ地域とほぼ同程
度である。

 Ⅳ. 2000 年代：グローバル時代

Ⅳ - 1　外国資本の参入と撤退

ドイツテレコムは1999年，欧州委員会の指
令に沿って，ケーブル全国網（NE3）を9つの
地域会社に分割し，売却交渉を開始した。

まず2000年に，スペインやフランスのケー
ブルにも出資していた米投資会社Callahan 
Associatesが，ドイツ西部ノルトライン・ヴェスト
ファーレン州，ついで南西部バーデン・ビュルテ
ンブルク州のNE3地域会社を獲得した。同時
期に，英ケーブル事業者NTLを含む投資グルー

プが中部ヘッセン州のNE3地域会社を買収。そ
して2001年には，世界各国でケーブル事業買
収に乗り出していた米Liberty Mediaへ，残り
6つの地域会社を売却することが決まった。

こうして元連邦郵便の全国ケーブル網はすべ
てグローバルな外国資本の所有となった。ちょ
うど世界的なインターネットバブルの時期だった
こともあり，ドイツのケーブルテレビも，伝統
的な業態を脱し，フルサービス化が始まるもの
との期待感が高まった。だがその期待はすぐに
失望感に変わってしまう。

Ⅳ - 2　2 つのケーススタディ

Callahanは，ただちにフルサービス化へむけ
て，ドイツテレコムが長年放置していた従来型
インフラに大々的な投資を行った。後の増強が
ほとんど不要になるほどの性能の向上だったと
いう。2002年半ばまでの投資額は10 億ユーロ

（約1,300 億円）に達した25）。
これにより，短期間のうちにケルン，デュッセ

ルドルフなどの5都市の120万世帯に，テレビ・
電話・インターネットのトリプルプレイの提供が
可能になった。Callahanは，5年以内に5万〜
10万世帯の契約が見込めると踏んだ。しかし，
期待に反してサービスの加入世帯は伸び悩んで
しまった。

原因は，旧来のNE3・NE4の分離構造に
あった。Callahanの地域NE3事業者は420万
の加入世帯をもっていたが，直接視聴者と契約
を結んでいたのはそのうちのおよそ3分の1で，
残りはNE4事業者や住宅供給業者による小売
りモデルだった。インターネットや電話サービス
を提供しようとする場合，NE4の棟内配線もツ
リー型からスター型にし，増幅器を交換するな
ど，大規模な改修が必要となる。NE4事業者
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は，自分が集合住宅のオーナーと結んでいる契
約の残り期間に照らし，設備投資回収が可能
か判断する。そしてほとんどの小規模のNE4
事業者は，トリプルプレイサービスの提供に非
協力的だったのである。

これは，NE3事業者がインフラを整えても，
NE4がボトルネックとなり，サービスを売り込む
ことができないという典型的なケースだった。
あるアナリストは「Callahanは，NE3事業者が
顧客接触をもっていないなどとは考えもつかな
かったのだろう」と述べている26）。Callahanは
2002年7月，破産手続きを申請した。

一方，9つの地域NE3事業者を一手に買収す
ることになったLiberty Mediaは，これより前に，
全国各地でNE4事業を行うEWT/TSS（加入
世帯65万）を買収し，UPC Germanyとしてい
た。さらに同じく大手NE4事業者のPrimaCom

（102万）をUPCに合併させることでも合意がで
きており，またその後はTele Columbus（225万）
も吸収する予定であった。これにドイツテレコム
のNE4子会社だったDeTeKS（60万）が加わる。
Libertyは，NE3・NE4分離克服の戦略を着々
と進めていたのである27）。

さらに，ヨーロッパ各国の傘下のケーブルテレ
ビで配信している有料テレビUPCtvや，アメリカ
で配信している有料テレビStarz，Encoreなど魅
力の高い独自の番組コンテンツをもっており，また
Disney Communication，News Corp，QVC，
USA Network，AOL Time Warner，Vivendi，
Viacomなどメディア企業にも資本参加していた。
これらの豊富なコンテンツの蓄えは，多チャンネ
ルに慣れたドイツの視聴者をも，デジタル契約へ
移行させる切り札になるかもしれなかった。

しかし2002年2月， 連 邦カル テル 庁 が，
LibertyによるドイツテレコムのNE3地域会社

の買収を認めないとする判断を下した。理由は，
第一に，Libertyが独自のコンテンツを所有し
ながら，オープンな規格のセットトップボックス

（STB）ではなく，自社の独自規格のSTBを使
用する方針であり，結果として他の放送事業者
のコンテンツを不当に締め出すおそれがあるこ
と，第二に，Libertyは，インターネットサービ
スよりも有料テレビやVODサービスを優先する
計画であるため，DSLとの競争が期待できな
いこと，であった。当時のカルテル庁長官は，
総評して「消費者にとって，仮にドイツテレコム
がケーブルを所有し続けていた場合よりも事態
はさらに悪化する」と述べた28）。

この後，Libertyは，以前から所有していた
NE4事業者もすべて売却し，ドイツのケーブル
ビジネスから完全に撤退した。業界には大きな
失望感が広がった。誰もドイツのケーブルの停
滞状況を変えるほどの資本をもちあわせていな
いように思われた。ITバブルも終息し，投資に
は不利な環境になっていた。

 Ⅴ. 現在

Ⅴ - 1　ケーブルテレビの市場構造　

Libertyへの売却が却下された9つのNE3
地域会社はその後，2003年に英米投資会社の
コンソーシアムに買収され，13の州を事業エリ
アとし，加入世帯907万（接続可能世帯1,090
万）をもつKabel Deutschland（KDG）となっ
た29）。他の地域のNE3事業者も，事業再編を
経 て， 現 在 はUnitymedia（UM）とKabel 
Baden-Württemberg （Kabel BW）にまとまっ
ている30）（図7）。前者は，加入世帯455万（接
続可能590万），後者は230万（接続可能330
万）の規模である。
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これらのNE3事業者は，さしあたり慎重に
体勢の建て直しを図った。Callahanの同じ轍
を踏まないよう，インフラへの投資は，需要を
みながら徐々に行い，まずは有料コンテンツの
充実に力を入れ31），NE4の買収・提携を進める
などしてきた。

投資環境が改善してきた2006年ごろからは，
インフラ投資を重点化し，広域幹線部分（NE2）
の光ファイバー化を完成させ，各地のコンテンツ

ハブとローカルヘッ
ドエンドをつなげて
ループ化し，中央の
コントロールセン
ターで一元的にコン
テンツを管理する体
制を整えている32）。
地域分配網（NE3）
はすべて同軸ケー
ブルのままの，いわ
ゆる光・同軸ハイブ
リッド（HFC）であ
る（図8）。現在は，
ケーブル網の80%
以 上が630MHzな

いし862MHzに広帯域化されている。
NE4の方では，2007年10月から統合型NE4

事 業 者 の 大 手Tele ColumbusとPrimaCom
が，ルクセンブルクの投資ファンドを親会社に
もつOrion Cableの傘下に入っている。Orion
は，旧東ドイツ地域に事業の重点をおき，西
部のNE4事業を大手NE3事業者にまとめて
売却するなどして，NE3・NE4の統合・提携
の動きを加速させている。光ファイバーを家庭
まで引くFTTH/FTTBを実現しているのは，

NetCologneやwilhelm.telなど公
営系の統合型NE4事業者である。
図9は，全ケーブルテレビ加入

世帯を，NE3・NE4に分けて示し
たものである。大手NE3事業者の
3社は，およそ1,600万世帯に信号
を供給しているが，直接顧客まで
配信しているのはその40%程度で
ある。NE3事業者が，集合住宅
業界と大口契約を結んで配信して
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いる世帯が600万33），さらに小売でNE4事業
者が配信している世帯が680万ある。また，そ
の680万世帯のうちには統合型NE4事業者が，
大手NE3を経由せずに独立に配信している世
帯が約360万ある34）。

Ⅴ - 2　課題は NE3 と NE4 の提携推進

広帯域化が進んだこともあり，ケーブルイン
ターネットの利用は，2003年の7万件から2008
年末ではおよそ160万件となり35），通信速度も
大手では32〜120Mbpsで提供されている。と
はいえ，これはインターネット提供が可能な世
帯数の10%未満である。NE3・NE4事業者の
提携の難しさを示す数字かもしれない。

インターネットサービスは技術的な問題や設備
投資額の問題からNE4がボトルネックになってし

まうが，デジタルテレビ配信に関しては，従来の小
売モデルでも大きな問題は存在しないはずであ
る。しかし，KDGの資料によると，直接配信の
世帯のデジタル契約率は40%であるのに対し，集
合住宅では12%，NE4事業者の小売だと5%に
なるという36）。デジタル契約を獲得してもNE4事
業者の利ざやが薄いため，販売意欲も上がらない
ということが考えられる。よりよい提携の可能性を
探り，このギャップを解決していくことがNE3・4
事業者双方にとって引き続き課題となっている37）。

Ⅴ - 3　やめられないアナログサービス

今年5月，ドイツ南東部バイエルン州のメディ
ア監督機関BLM（Bayerische Landeszentrale 
für neue Medien）が主催したシンポジウムの
テーマは，「2011年のテレビ：ケーブル以外は
完全デジタル化？」というものであった。州首
相官房，州メディア監督機関，ケーブルテレビ
事業者，公共・商業放送局，アナリストなど各
方面からパネリストが招かれ，遅れているケー
ブルテレビのデジタル化について報告，討議を
行った38）。パネリストたちは，ケーブルのデジタ
ル契約が伸びない原因として，NE3・4分離の
ほかに，次のような点を指摘している。
1） 魅力的なコンテンツの欠如：アナログでも

30 〜 40 チャンネルを視聴でき，これで十
分と感じる視聴者が多い。追加の有料パッ
ケージに魅力的なコンテンツが少ない。

2） 高い料金：デジタルではベーシックパッケー
ジでも従来のアナログより高くなるうえに，
STB のレンタル料金や工事費がかかる。料
金体系が分かりにくい。

3） セットトップボックス（STB）：アナログで
はテレビを居室の壁のケーブル差込口に接
続すれば利用できる，いわゆる“Plug and 

出典：ANGA（2009 年 3 月）

出典：ANGA，各社ウェブサイトより作成（2009 年 6 月末）
※ 1　NE3 ベース　　※ 2　NE4 ベース

図 9　NE3・NE4 事業者と加入世帯数
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Play”が可能で，しかも 2 台目のテレビも
接続できた。しかしデジタルではテレビ 1 台
ごとに STB が必要で，その分料金もかさ
む。家電販売店でSTBを購入する場合，ケー
ブル事業者で技術規格が異なり，選択の余
地が少ない。

要するに，連邦郵便時代からのアナログサー
ビスの充実したコンテンツ，技術的な簡便さ，
料金の安さという魅力がいまだに大きいという
ことである39）。

Ⅴ - 4　デジアナ変換をめぐる議論

ここで，衛星放送の動向が関わってくる。ド
イツのケーブルテレビは，Ⅱ節でみた歴史的経
緯から，ほとんどの場合，日本のように地上放
送の再送信ではなく，衛星放送の再送信をして
いる。ところが，衛星ではデジタル視聴世帯が
順調に増えているため，放送事業者は，費用節
約のために2年後をめどにアナログ放送を終了
する意向を表明している40）。近い将来，ケーブ
ルでアナログ再送信ができなくなるわけである。

ケーブル事業者の選択肢は2つある。これを
機にケーブルもアナログ送信を終了するか，あ
るいは，ヘッドエンドでデジタル信号をアナログ
信号に変換して送信する，いわゆるデジアナ変
換を行うか，である。この点で，関係者の意見
は大きく分裂している。

大手NE3事業者は，アナログ送信の終了を
急ぎすぎて，顧客が上で触れたようなデジタル
ケーブルの煩雑さを嫌がり，他の伝送路へ逃げ
てしまうことを恐れている。先にも触れたように，
ケーブルテレビがこの10年間シェアを保持してい
るのは，簡便で充実したアナログサービスによる
ところが大きい41）。アナログケーブルで満足だっ
た層は，コストの低い衛星デジタル放送か地上

デジタル放送に移行する可能性が高い。集合住
宅の場合，賃貸契約によりパラボラアンテナの
設置ができない場合も多いが，地上デジタル放
送は有力な選択肢になる（表2～ 6）。

したがってNE3事業者としては，デジアナ
変換の措置をしておき，ゆっくりと時間をかけ
ながら，視聴者が自発的にデジタル契約に移
行してくれるのを待つ方針である。その際，公
共放 送と商業 放 送によるHDTV本 放 送が
2010年から始まること，また視聴者側での液
晶テレビへの買い替えが進んでいることから，
デジタルへの需要は今後一気に高まるものと期
待できる。さらにHDDレコーダーつきSTBや，
今後始まるビデオオンデマンドも需要を後押し
できる。地上放送とは異なり，当面は送信容
量の不足もない上，光ファイバーで各地のヘッド
エンドを連結しているため，デジアナ変換をす
るヘッドエンドの数は少なくてすむ。大手NE3
事業者は，アナログ送信終了を急ぐべきだと主
張する陣営に，「デジタル化を自己目的化させて
はならない」とけん制している42）。

一方，特に旧東ドイツ地域に多くみられるよ

表 2　KDGのアナログケーブルチャンネル：計 38ch

公
共
放
送

ARD
das Erste, rbb 
Fernsehen, MDR 
Fernsehen など 6ch

€ 14
（新規加入は

終了）

ZDF ZDF

ARD&ZDF 3sat, KI.KA, 
PHOENIX, ARTE 

商
業
放
送

ProSiebenSat.1 Sat.1, ProSieben, 
Kabel 1, N24

RTL Group
RTL, RTL 2, 
Super RTL, VOX, 
n-tv

その他
TV Berin, 
BBC World, CNN, 
MTV など 18ch
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うな独立系の小規模事業者にとっては，大手の
ような悠長な態度はとれない。

デジアナ変換は，1ヘッドエンド，1チャンネル
ごとに600 〜 800ユーロの費用がかかるという試
算があるが，仮に小規模事業者が10のヘッドエ
ンドをもっていて，30チャンネルのアナログ送信
を継続しようとすれば，18万ユーロ（約2,400万
円）の投資が必要となる。これがいずれ完全デ

ジタル移行するまでの当座のしのぎなのだから，
割に合わない投資ということになる。独立系小規
模ケーブル事業者の団体は，デジアナ変換は“石
器時代への逆戻り”だとして，加盟局に対し加入
者への広報活動を徹底し，2010年末までにアナ
ログ送信を終了するように呼びかけている43）。

また，専門チャンネルや有料チャンネルなど，
アナログ送信されない非大手の放送事業者に
とっては，デジアナ変換の継続は，当分の間
はアナログケーブル視聴の1,300万世帯に到達
できないことを意味する。このため早期のアナ
ログ送信終了を求めている44）。

大手商業放送にとっては，広告収入の面から
1,300万世帯の視聴者を維持したい一方，将来
の収入源となるべきデジタルバリューチェーンに
いつまでも加わってもらえないのは問題である。

また，地上デジタル放送のときと同様に，ア
ナログ送信終了の法定期日を定めようとする意
見も，州首相官房や州メディア監督機関側から
出ているが，関係者の自主的な取り決めで行う
べきだという意見も強い。

各州メディア監督機関は，これまで何度か各
方面からの関係者を集め，協調した行動方針
を定めようとしてきたが，この問題に関しては，
内部でも意見が割れている。合意できているの
は，マストキャリー規制を緩和し，アナログチャ
ンネルを徐々に減らしていく方法は，ローカル
チャンネルやパブリックアクセスチャンネルを不
利にするので望ましくないこと，したがって地
域ごとに一挙にアナログ送信を終了していくの
が望ましいこと，まずいくつかの地域を選定し
てパイロットプロジェクトとしてアナログ終了を
行うのが望ましいこと，である45）。しかし今の
ところ，パイロットプロジェクトに関して，大手
ケーブル事業者側の賛同は得られていない。

表 4　衛星デジタル放送：計およそ200ch

表 5　地上デジタル放送（ミュンヘン）：計 25ch

表 6　ドイツテレコムの IPTV（VDSL50)：計 84ch

表 3　KDGのデジタルケーブルチャンネル
（862MHz 地域）：計およそ200ch

ベーシックパッケージ 公共放送 21ch，
商業放送 80ch € 17

Kabel Digital Home 有料パッケージ 35ch € 13

Kabel Digital 
International

英語，トルコ語，
ロシア語など
1 〜 11ch

€ 3 〜 25

Sky  Deutschland 最大約 60 ch € 17 〜 55

公共放送 計 21ch
無料

商業放送 計 100ch

Sky Deutschland 最大 60ch € 17 〜 55

公
共
放
送

ARD
das Erste, BR 
Fernsehen, EinsPlus
など 6ch

無料

ZDF ZDF, ZDF infokanal, 
ZDF dokukanal

ARD&ZDF 3sat, KI.KA, PHOENIX, 
ARTE 

商
業
放
送

ProSiebenSat.1 Sat.1, ProSieben, 
Kabel 1, N24

RTL Group RTL, RTL 2, 
Super RTL, VOX

その他 T5, Eurosport, HSE24, 
münchen.tv

Entertain Comfort 公共放送 21ch，
商業放送 31ch € 60

Entertain Premium 追加パッケージ 32ch € 80
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 おわりに

以上，1980年代にあれほど成功したドイツ
の広帯域ケーブルが，その後現在に至るまで停
滞してしまった経緯を眺めてきた。NE3・NE4
の分離という，独特の国家と民間の提携モデ
ルは，1980年代にはケーブルの全国普及と中
小企業支援に非常に有効に機能したが，ある
いはそれゆえに，その後その構造から脱却する
ことが非常に難しくなってしまったということで
あろう。ドイツテレコムが，ケーブルの売却を
必要以上に遅らせたことも，大きな要因になっ
ている。

評価が難しいのは，完全民営化後のドイツの
ケーブルの命運を左右したともいえる，一連の
カルテル庁の判断についてである46）。仮に，
Libertyに買収が認められていたらどうだったで
あろうか。アメリカ式の“ゴージャス”なビジネス
が席巻し，ケーブルの“近代化の遅れ”は一気
に解消されていたかもしれない。ケーブルの成
長を妨害しているのはカルテル庁ではないのか。

カルテル庁が重視したのは，オープンなデジ
タルアクセス，公正な競争の機会という理念で
ある。デファクトよりもデジュールを優先する姿
勢は，短期的な経済成長と利回りの論理に時
として反する。だがその文化的・社会的帰結に
ついては，長期的な視野でしか評価できない
のかもしれない。　

　　　（すぎうち ゆうすけ）
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