シリーズ

デジタル多メディア時代を生き抜くために③

携帯端末向けマルチメディア放送の行方
～地デジ移行後の電波有効利用に向けて～

メディア研究部（メディア動向） 村上聖一

携帯端末向け放送のサービスとしては，携

1. はじめに

帯電話やカーナビにニュースや経済情報をリア

地上テレビ放送の完全デジタル化が 2011年

ルタイムで流したり，ドラマや映画などの大容量

7月に迫っているが，アナログ放送の終了で空く

データを夜間などにまとめて配信（ダウンロード

電波の活用策をめぐって議論が揺らいでいる。

型配信）することが想定されている。放送は全

電波の利用方法の1つとして，携帯端末向けマ

国向けと地域向け（全国をいくつかの放送エリア

ルチメディア放送（以下，携帯端末向け放送）と

に分割）の2 種類に分かれ，全国向け放送には

呼ばれるサービスが計画されているが，ここに

V-High 帯を，地域向け放送にはV-Low 帯を割

来てさまざまな問題が浮上しているためである。

り当てることが決まっている。この携帯端末向け

地上テレビ放送は，現在，アナログ・デジ

放送の先行きをめぐって，混迷が深まっている。

タルの両方で放送を行っており，VHFとUHF

携帯端末向け放送は，アナログ放送終了で

の両帯域であわせて370MHz 幅を使用してい

空く貴重な周波数帯域を利用するものだけに，

る（図 1）
。アナログ放送が終了すれば，
それが約 3 分の2 で済むことになり，残

図1

りは携帯電話向けなど，他の用途に使
うことができるようになる。このうち，
VHF 帯は，周波数の特性が通信よりも
放送に向いているといった理由や，多

地デジ移行後の電波利用
現在

VHF 帯

90 〜108MHz 帯

アナログ
テレビ
放送

470 〜 770MHz 帯

デジタル化後

情から，引き続き，主に放送用に割り
線システム（自営通信）の充実に使われ
るものの，それ以外は携帯端末向け放
送に配分される。
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くの国で放送に利用されているという事
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（総務省資料を基に作成）
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できるだけ早くサービス展開の見通し

表1

携帯端末向け放送をめぐる経緯

を立てる必要がある。しかし，準備は

年月

事項

順調に進んでいるとは言えない。地域

2007 年 6 月

情報通信審議会「VHF 帯はマルチメディア放送と自営通信に，
UHF 帯は携帯電話などに」

向け放送については，当初，放送エリ

2008 年 7 月

マルチメディア放送懇談会報告書「V-High 帯は全国向け，
V-Low 帯は地域ブロック向け」

アを東北や九州・沖縄といったブロッ

2009 年 4 月 改正電波法・放送法成立（受委託放送制度など導入）

ク単位とする方針がまとまっていたが，
「地域の実情に合うのか」
，
「採算が取
れるのか」といった疑問が投げかけら

8月

総務省が制度整備に関する基本的方針「V-Low 帯の放送エリア
を東北，九州・沖縄など 7 ブロックに」

2010 年 2 月

V-Low 帯の放送エリアやサービス内容について総務省ラジオ研
究会が再検討開始

れ，2010 年に入って再検討が行われ
る事態になった。全国向け放送につい
ても，1枠のハード事業者への参入を
めぐって，携帯電話事業者どうしの激

4月

V-High 帯ハード事業に関する制度整備「受託放送事業者の
参入枠は１」

6 月 V-High 帯ハード事業参入に向け 2 社が認定申請
7月

V-Low 帯の活用策について総務省ラジオ研究会が報告書
「放送エリアは原則県域に」

8 月 V-High 帯ハード事業者選定について総務省が電波監理審議会に諮問

しい争いとなり，事業者の選定は当初の見通し

通信，③需要の増大によって周波数の確保が

よりもずれ込んだ。

必要となる携帯電話，④安全な道路交通社会

本稿では，携帯端末向け放送をめぐってさま

の実現に必要な高度道路交通システム（ITS），

ざまな問題が浮上している背景を探るため，ま

の 4つに割り当てることが適当とした。そして，

ず，放送の枠組みが決定に至った過程を検証す

VHF 帯については，提案募集の結果，
「放送」

る。その上で，放送開始に向けて計画がどのよ

と「自営通信」に使用したいというニーズが非

うに進み，そこにどのような課題が存在してい

常に大きいとして，それぞれで VHF 帯を半分

るか，分析することにする。

ずつ分け合う制度設計を提言した 2）。
電波利用の方針決定を受けて，総務省は，

2. なぜ携帯端末向け放送か
～地デジ移行後の電波利用をめぐる議論～

総務省主導で進んだ電波利用策の議論
地上テレビ放送の完全デジタル化後の周波
数帯利用方針について，具体的な検討が始まっ
1）

たのは，2006 年 3月のことである 。情報通信
審議会（総務大臣の諮問機関）は，放送事業

移動体向けの新たな放送に関するサービスの方
向性を決めるため，2007年 8月，
「携帯端末向
けマルチメディア放送サービス等の在り方に関
する懇談会」
（座長：根岸哲・甲南大学法科大
学院教授，以下，マルチメディア放送懇談会）
を立ち上げた。懇談会は 2008 年７月に報告書
を公表している。
報告書は，まず，新たな放送の姿について，

者や通信事業者，自治体などから出された提

「2011 年頃において固定受信を前提とする『放

案を参考にしつつ検討を進め，2007年 6月に

送』の数は相当程度確保されており，移動受

周波数利用の方向性を示している。

信を前提とする携帯端末に向けた『放送』の充

この中で，アナログ放送終了で空く周波数

実が要請される 3）
」と言及し，全国向け・地域

帯については，①移動体向けのマルチメディア

向けの2 種類の携帯端末向け放送を提案した。

放送，②安全・安心社会の実現のための自営

このうち，地域向け放送については，放送エリ
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表2
実現する
放送

内蔵が可能と見込まれる周波数帯域を割

携帯端末向け放送のビジネスモデル

全国向けマルチメディア放送
（V-High 帯）

制度化の ・国際競争力の強化，産業振興
理念 ・通信・放送融合型サービスの実現

地方ブロック向けデジタルラジオ放送
（V-Low 帯）
・地域振興，地域情報の確保
・既存ラジオのノウハウの活用

ビジネス ・全国マーケットの多様な多チャンネ ・地方ブロックマーケットの多チャン
モデルの ルサービス
ネルサービス
イメージ ・携帯電話サービスとの連携
・全国向け放送の対抗軸
料金

有料放送中心

無料放送・有料放送

受信
FM 程度（約 9 割の世帯をカバー）
エリア

FM 程度（約 9 割の世帯をカバー）

・リアルタイム，ダウンロード
・マルチメディア

・リアルタイム中心（ダウンロードも）
・マルチメディア

サービス ・専門的コンテンツ中心（ニュース，
・一般向け情報中心
内容
スポーツ，音楽）
・アナログラジオのサイマル放送
・従 来 の放 送にはないコンテンツ
・災害時放送
（ゲーム，エンジニアリング，地図）

り当てることが適切であること，▽地域向
け放送は，地方ごとに異なる複数のチャ
ンネルが必要なため，より多くの周波数帯
域幅が必要であることを挙げている。
この方針に基づいて，その後の制度
整備が進み，2009 年 4月には，携帯端
末向け放送に受委託放送制度（ハード・
ソフト分離）を導入する改正放送法や，
携帯電話と同様の方法で無線局を設置

（マルチメディア放送懇談会報告書を基に作成）

できるようにする改正電波法が成立し
た。さらに，同年 8月，総務省は，制

アを東北や九州・沖縄といったブロック単位で
4）

まとめることを提言している 。

度整備に関する基本的方針を公表した。この
中で，地域向け放送の放送エリアを東北や九

サービス内容に関しては，
「広告市場に一定

州・沖縄など 7ブロックにすることや，コンテン

の限界があり，特にラジオ広告市場が近年縮小

ツ事業者（委託放送事業者）認定の際の比較

傾向にある 」として，有料放送を行えるように

審査の基準として，CMやショッピング番組の

すべきと記述し，全国向け・地域向け放送とも，

割合や，地域情報の量（対象は地域向け放送

映像・音声などの組み合わせや，リアルタイム・

のみ）を考慮することが示された。

5）

ダウンロードといった形態を柔軟に選択できる
ようにすることを求めた。

このように，携帯端末向け放送の枠組みを
決めるに当たっては，総務省が，参入に向けた

全国向け放送と地域向け放送の制度化の理

事業者の提案を勘案しつつ，サービス内容の

念やビジネスモデルについては，表 2 の形で方

方向性を示すという，これまでの政策決定の手

向性を示している。冒頭の「全国向けマルチメ

法が踏襲された。事業の採算性について詳細

ディア放送」
，
「地方ブロック向けデジタルラジ

な検討が行われた上での決定ではなかったが，

オ放送」という表記からもわかるように，全国

ここで固まった方向性はその後の制度のあり方

向け放送については，国際競争力強化・産業

を拘束することになる。

振興といった理念が前面に出されているのに対
し，地域向け放送については，ラジオのデジタ
ル化という要素が加わっている。
また，電波の割り当てについては，全国向け放

デジタルラジオ構想との微妙な関係
一方，VHF 帯の利用方針の決定に関しては，
すでに触れたように，アナログラジオのデジタ

送にはV-High帯を，地域向け放送にはV-Low

ル化という，もう１つの考慮すべき要素がある。

帯を割り当てるべきと提言した。理由として，▽全

とりわけ地域向け放送については，既存のラジ

国向け放送は，携帯電話との関連性が高いビジ

オ事業者を意識した検討が必要となり，それ

ネスモデルが想定され，携帯電話へのアンテナ

は，全国向け放送と地域向け放送の性格に大
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きな違いをもたらすことになった。

2月，AM・FMラジオ事 業 者は共同で VHF-

ラジオのデジタル化の議論は，携帯端末向

LOW 帯マルチメディア放送推進協議会を立ち

け放送をめぐる検討以前の段階から始まってい

上げ，サービスイメージの検討を始めた。ラジ

る。1998 年10月に公表された郵政省の地上デ

オ事業者としては，マルチメディア放送という

ジタル放送懇談会の報告書は，ラジオのアナロ

枠組みに乗った上で，ラジオをデジタル化し，

グ放送は存続すると記述した上で，新規のサー

多様なサービスを展開することで生き残りを図

ビスとして，
「音声放送を中心にデータも提供で

るという方向性で統一を図ったことになる。

きる地上デジタル音声放送を実現する」と記述

とこ ろ が，2009 年9月 の 政 権 交 代 以 降，

している。そして，使用する周波数帯域につい

V-Low 帯の活用策をめぐる議論の枠組みは再び

て，UHF 帯にはテレビの地上デジタル放送が

揺らいだ。内藤正光総務副大臣は 2009 年11月

割り当てられることなどから，VHF 帯を使用す

の講演 7）で，既存のラジオ事業者のV-Low 帯参

るのが適当と言及している。

入が前提となっている点について，これまでのラ

これに基づいて，2003 年10月，デジタルラ

ジオ放送をV-Low 帯にそのまま移動させるだけ

ジオの実用化試験放送が，東京地区と大阪地

では，マルチメディア放送とは言えないという考

6）

区で開始された 。実用化試験放送は，NHK

えを示した。さらに，地域ブロック単位で放送を

や民放ラジオ，メーカー，広告会社などが設立

行っても経営が成り立つか疑問を示すとともに，

した社団法人デジタルラジオ推進協会（DRP）

端末普及の見通しについても懸念を示した。

が放送免許を取得し，VHF 帯の 7チャンネル
を使用して始まっている。

結局，2010 年に入り，総務省は改めてラジ
オのあり方とV-Low 帯の活用策を検討するた

しかし，試験放送の開始後，デジタルラジ

め，
「ラジオと地域情報メディアの今後に関する

オの将来展望をめぐって，音声放送を中心にし

研究会」
（座長：上滝徹也・日本大学芸術学部

たサービス展開を考えるAMラジオのグループ

教授，以下，総務省ラジオ研究会）を設置した。

と，マルチメディア展開を目指すFMラジオの

アナログ放送終了まで1年余りとなった時点で，

グループとの間で意見の違いが表面化する事態

放送エリアやサービス内容など，制度の根幹に

となった。デジタルラジオ路線とマルチメディ

関わる部分の再検討が始まったことになる。こ

ア放送路線が対立する構図となり，事業者の

のように，V-Low 帯の活用をめぐる議論は二転

足並みが乱れたわけである。

三転し，サービス開始に向けた具体的な展望

ただ，アナログラジオの音声放送をそのま

が描けない状態が続いた。

まV-Low 帯に移行するだけでは周波数帯域を
使いきることはできず，電波の有効活用にはつ
ながらない。さらに，前述のように，総 務省
の懇談会がマルチメディア放送実現を軸とした
V-Low 帯の利用方針を示したことから，ラジオ
事業者も対立を解消して V-Low 帯利用策の再
検討を行う必要に迫られた。こうして2009 年

3. 携帯端末向け放送実現に向けた現状
～浮上するさまざまな問題～

V-High 帯をめぐる携帯電話事業者の争い
携帯端末向け放送の事業展開の方向性は，
これまで述べたような経緯から，全国向けと地
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域向けで異なる様相を示すこととなった。表 2

方で，きめ細かく基地局を建設することによって，

で示したように，全国向け放送は，
「放送」と

屋内や移動中でも十分に受信できるような品質

いうよりも，むしろ通信で行われていたサービ

を確保できる点をメリットとして挙げた（表 3）
。

スの発展形という要素が強まっている。1枠の

もっとも，全国向け放送のハード事業者に

ハード事業者への参入申請を行ったのも，NTT

ついては，当初から1社に絞り込む方針が打ち

ドコモとKDDIという携帯電話事業者を核とす

出されていたわけではなかった。前述のマルチ

るグループとなった。

メディア放送懇談会報告書（2008 年 7月）は，

2 つのグループのうち，前者の「株式会社マル

ハード事業者を1社にしたほうが全体の設備投

チメディア放送」には，NTTドコモやフジテレビ

資額が少なくなる一方，ハード事業者を2 社に

などが出資している。技術方式（ISDB-Tmm方

した場合，サービスエリアの拡大などについて

式）が地上デジタル放送に近いことや，広告代

競争の効果が見込めるとして，
「ハード事業者

理店，商社と幅広い協力関係を結んでいることを

の数を2とすることも考えられる」と両論併記の

メリットとして訴えた。また，放送と同様，大出

形を採っていた 8）。

力で電波を出す送信方式をとることによって，基

しかし，総 務省は，2010 年 4月に行った制

地局数や設備投資の金額を抑え，コンテンツ事

度整備で，技術方式を統一したほうが，視聴

業者が参入しやすい料金体系にすると強調した。

者がより多くの番組を受信できるようになり，利

一方，後者の「メディアフロージャパン企画株

便性が向上するとして，ハード事業者の参入枠

式会社」には，KDDIとアメリカのクアルコムが

を1つにすることを決定した。こうして，2 つの

出資している。技術方式としては，クアルコムが

グループが参入を目指して真っ向から対決する

開発したMediaFLO方式を採用しており，すで

形になったわけである。

にアメリカで商用サービスが始まっている点を実

ハード事業者の決定に当たっては，通常，総

績として訴えた。また，携帯電話と同様のやり

務省が事前に，参入が妥当と思われる事業者
を内定した上で，電波監理審議会

表3

参入を目指す 2 グループの比較

株式会社マルチメディア放送
（ＮＴＴドコモ陣営）
株主

メディアフロージャパン企画株式会社
（ＫＤＤＩ陣営）

NTTドコモ，フジテレビ，伊藤忠商事，
ＫＤＤＩ，クアルコム
電通など

技術方式

ISDB-Tmm（日本の地デジと共通性） MediaFLO（クアルコムが開発）

基地局数

125 局（2015 年度末）

設備投資額 438 億円
ハード
利用料

11.6 億円／年（1MHz 当たり）

視聴者の
月額 300 円程度
利用料金

答申を得るという形で行われる。今
回は，事業者を絞り込む過程の透
明性を確保するため，総務省は，諮

865 局（2015 年度末）

問を前に，2010 年 6月から7月にか

961 億円

け，2 回にわたって公開ヒアリングを

21.2 〜 29.2 億円／年（1MHz 当たり）

開催し，双方から事業の見通しなど

月額 500 円～ 800 円程度

・東京スカイツリーを利用するなど効率 ・通信型のきめ細かい基地局配置
的な送信方法を採用
・屋内・ビル陰での受信や移動受信の
主張の
・コンテンツ事業者（委託放送事業者） 品質を重視
ポイント
が参入しやすい料金体系に
・アメリカですでに商用化，国内でも
・ソフトバンクも支持，端末普及に弾み
実証実験済み
（各社の公表資料などから作成）
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について意見を聴取した。こうした
公開ヒアリングの開催は異例の対応
と言え，それだけ今回の競争が激し
いことを物語るものとなっている。
しかし，そうした対応にもかかわら

ず，事業者の選定方法をめぐっては，2010 年 8月

サービス内容や事業者の費用負担のあり方につ

に入り，与党・民主党の情報通信議員連盟の会

いても，踏み込んだ提言が行われている。

合で批判が上がった。会合では，2 社とも参入さ

軌道修正が図られた点として，まず，放送エ

せて競争させるべきといった意見や，総務省が事

リアの問題がある。2008 年の懇談会報告書で

業者の選定を行うのではなく，電波オークション

は，地域向け放送は，東北，九州・沖縄といっ

の対象とすべき案件だったのではないかという意

たブロック単位で行われる方針が盛り込まれて

9）

見 など，事業者決定の枠組みそのものに対する

いたが，総務省ラジオ研究会ではこれを見直

批判が出される事態となった。

し，地域性を考慮して，関東・中京・近畿の広
域圏を除き，原則として県域とした 10）。

結局，総務省は，全国向け放送のハード事
業者について，事前にいずれの参入が適当か

また，V-Low 帯への参入が想定される事業

判断しないまま，2010 年 8月17日，電波監理

者として，① NHK，②既存ラジオ局・新規ラ

審議会に事業者の選定を委ねる諮問を行った。

ジオ局，③「第三極」の3 つを挙げ，既存のラジ

こうしたケースで，事前に事業者を絞り込まず

オ事業者がデジタル化を図るのみではサービスと

に諮問するのは，初めてである。電波監理審

して成り立たないことを改めて明記した 11）。そし

議会は 9月8日，ハード利用料が相対的に安い

て，
「第三極」も含め，どのような事業者が想

ことや，財務的な基礎がより充実していること

定されるか例示を行った。報告書は，V-Low

などを挙げて，株式会社マルチメディア放送を

帯をいくつかの部分（セグメント）に分割した上

選定するのが適当とする答申を行ったが，総務

で，セグメントごとに参入が想定される事業者

省が当初想定していた 2010 年夏ごろという事

とそのサービス内容を示している。ここでは，

業者決定のスケジュールはずれ込んだ。

関東・中京・近畿の広域圏に11セグメント，そ
の他（放送エリアは県域単位）には 7セグメント

V-Low 帯利用方法の
抜本的な見直し
一方，地域向け放送は，事業
者選定の段階にも至っていない。
地域向け放送に割り当てられた

（

ハード
整備費用

）

V-Low 帯のセグメント利用イメージ

50 億円

50 億円

600 億円

500 億円

札幌・仙台・
広島・福岡

県庁所在地

その他県域

1 セグ 音声優先セグメント
多様なサービスセグメント
3 セグ

V-Low 帯の具体的な活用策につ
いては，先に述べたような経緯

図2

交通アプリセグメント
3 セグ

で，総務省ラジオ研究会が抜本
的な見直しを加え，2010 年7月
に報告書を取りまとめた。提言
内容は，これまでの指針となっ
てきたマルチメディア放送懇談
会の報告書（2008 年 7月）から
大幅な軌道修正が図られており，

1 セグ 音声優先セグメント
1 セグ 教育・福祉利用優先セグメント
2 セグ
関東・中京・近畿広域圏
（世帯カバー率）

55%

63%

90%

98%

（総務省ラジオ研究会報告書を基に作成）
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を割り当てるケースが想定されている（図 2）。
図 2 で，既存のラジオ事業者の参入が想定さ

の1から6 分の１程度になるため，既存のラジ
オ事業者も参入が十分可能となる。

れているのが，
「音声優先セグメント」である。音

さらに，V-Low 帯を受信できる端末の普及

声放送のみの場合，1セグメントを使って4 ～ 6

について，総務省ラジオ研究会は，携帯電話

程度の番組が放送できる。このため，音声放

に搭載できるような小型で安価なアンテナの開

送のみでV-Low 帯を使い切ることは考えにくい。

発を促すとともに，タブレット型の端末やカーナ

報告書は，
「ラジオ放送だけでは，V-Lowの帯

ビなどの車載端末，あるいは電子教科書端末

域は広すぎるし，既存のラジオ番組を流すだけ

への相乗りを促すことも必要と指摘した。

のラジオ放送であるとしたら，V-Lowのインフ
12）

このように，報告書は具体的な事業のあり方

ラ構築や端末普及は望みようがない 」として，

まで踏み込んで記述を行っているが，総務省の

V-Low 帯で展開されるさまざまなサービスに「相

研究会がビジネスモデルについて，ここまで示唆

乗り」するモデルだけが，ラジオが V-Low 帯に

するのは異例とも言える。背景には，これまでの

展開できる唯一の道であると記述した。そして，

デジタルラジオ検討の経緯から地域向け放送へ

そうした「第三極」のサービスの例として，交通

の参入を希望しているのが，経営の厳しいラジオ

情報の提供（交通アプリセグメント）や，電子新

事業者が中心であるという事情がある。地域向

聞・電子雑誌の配信（多様なサービスセグメント）
，

け放送をめぐっては，行政が主体となって事業

電子教科書での利用（教育・福祉利用優先セグ

の方向性まで示唆するという展開になっている。

メント）などを挙げている。
さらに，報告書は，V-Low 帯に参入するコン
テンツ事業者（ラジオ事業者など）のハード費
用負担の見通しまで示している。携帯端末向
け放送は，ハード・ソフト分離の規律体系のた

4. 携帯端末向け放送をめぐる論点
～行政の役割，規律のあり方は妥当か～

多メディア化の中で激化する競争

め，コンテンツ事業者
（委託放送事業者）はハー

これまで見てきたように，全国向け，地域向

ド事業者（受託放送事業者）に対して，送信設

けとも，携帯端末向け放送の開始に向けた準

備の利用料を支払うことになる。このため，コ

備は順調とは言い難い。混迷の背景には，多

ンテンツ事業者が参入の見通しを付けやすいよ

メディア化が進み，事業展開の先行きが読み

う費用負担の試算を行ったわけである。それに

にくくなる中で，行政が主体となって事業者の

よると，世帯カバー率が全国で 90％になるよう

選定を行い，サービスの方向性を示す政策の

に送信設備の整備を進めた場合，約 700 億円

枠組みが機能しにくくなっている点があると考え

13）

の費用が必要になる 。そして，これを放送エ

られる。電波の有効活用が求められる一方で，

リアの人口に応じて，コンテンツ事業者に割り

新たな放送の経営を軌道に乗せていくことは難

振った場合，1セグメント当たり，関東ブロック

しい問題である。

では年間約1億 3,600万円，愛媛県（県域の例）
14）

とりわけ全国向け放送については，2011年

の場合は約 800万円の費用負担になる 。音声

以降，競合するサービスの増加が予定されてい

放送であれば，1社当たりの負担は，その 4 分

る。例えば，BS では，2011年10月以降，アナ
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図3

キャスト放送などを通じたサービ

地デジ完全移行後の放送（動画配信）サービス

スが増えるものと考えられる。ま

有料

一般衛星放送
（124 ／ 128 度 CS）

リアルタイム型

特別衛星放送
（BS・110 度 CS）
【新規事業者】
特別衛星放送
（BS・110 度 CS ）
【既存事業者】

エリアワンセグ
（ホワイトスペース利用）
地上テレビ放送

携帯端末向け放送
（V-High 帯）

た，右半分のダウンロード・VOD

携帯電話向け
動画配信

CATV・IP
マルチキャスト
放送
携帯端末向け放送
（V-Low 帯）

型の映像配信は，通信回線を通
して携 帯電 話やパソコンなどに

ダウンロード・
VOD 型

サービスを提供する形態が拡大す
るものと予想される。
こうした中で，携 帯端末向け
放送は，
「携帯端末向け」と「放
送」という2 つの特徴を活用して

固定端末向け
（パソコン・テレビ）向け
動画配信

いく必要に迫られている。このう
ち，放送の利点は，通信とは異な

アナログラジオ放送

りどれだけ多数の受信端末に情

無料
ふくそう

報を配信してもコストは変わらず，

ログ放送終了によって空く帯域などを使用して，

輻 輳もしないという点にある。こうした特性を

新たに11番組以上がサービスを開始する予定

活かすためには，一度に多くの人が利用するよ

になっている。これらは，有料で映画やアニメ，

うな魅力のあるコンテンツを確保し，有料加入

スポーツといった専門的コンテンツを提供する

者を多数獲得していくことが不可欠である。参

放送が多く，受信端末の種類が異なるとはい

入事業者は，そうした環境を踏まえた上で，経

え，コンテンツ配信をめぐる競争は激しさを増

営戦略を練っていく必要に迫られている。

すことになる。
さらに，競争の対象は放送だけではない。

ただその一方で，携帯端末向け放送の枠組
みをめぐっては，行政が主体となってサービス

携帯端末向け放送と同様のサービスは通信を

の方向性を示し，比較審査によって事業者を

利用しても可能であるため，どのように違いを

絞り込む従来方式が踏襲されている。事業者

打ち出すかという問題が存在する。携帯電話

を選定するに当たっては，提出された申請をも

事業者は今後，3.9 世代移動通信システムとし

とに事業の将来性など正確に予測する必要が

て LTE（Long Term Evolution）を展開してい

あるが，メディアの多様化が加速する中で，行

く予定である。LTE は，その通信速度の速さ

政当局がそうした予測を行うことは困難になっ

から，動画や音楽の配信に向いているほか，

ている。現に携 帯端末向けの放 送としては，

電子書籍用にも使え，携帯端末向け放送とサー

衛星放送サービスの「モバイル放送」が 2004

ビスの内容が重なることになる。こうした多メ

年10月にサービスを開始したものの，経営が

ディア化の状況を，伝送路を基にしてまとめた

軌道に乗らず，4 年半で撤退（2009 年 3月で放

のが図 3 である。

送終了）したという前例もある。

図 3 の上半分に当たる有料の動画 配信は，
今後，衛星放送やケーブルテレビ，IP マルチ

今回，全国向け放送をめぐっては，携帯電
話事業者どうしがハード事業への参入をめぐっ
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て真っ向から対決する形となり，技術水準に差

かし，これはあくまでも「第三極」の事業者の

がない中で，電波監理審議会が，いずれの事

参入を前提にした試算である。もし，既存のラ

業計画が適切かという判断をしなければならな

ジオ事業者以外の参入が進まず，帯域が埋まら

い事態になった。そうした事業者選定の枠組み

なければ，こうした試算は成り立たないことに

を今後も維持していくことが適切か，改めて問

なる。
また，地域向け放送の独特の事情として，

い直される事態になっている。

全国向け放送と異なり，
「公共性」の確保に重

先行きが不透明な地域向け放送

点が置かれている点も，サービス展開に影響を

全国向け放送に関して指摘した問題は，地

及ぼすものと考えられる。総務省ラジオ研究会

域向け放 送についても当てはまる。その上，

は，音声放送の価値について，
「収益性をもっ

サービス開始に向けた状況はさらに厳しい。地

ては計れないものであるし，
『地産地消』の価

域向け放送に関して，コンテンツ事業者として

値も収益性とは違う文化的社会的なものを含ん

の参入を明確に表明しているのは，既存のラジ

でいる15）
」として，優先して音声放送に帯域を

オ事業者が中心である。事業モデルも，当面

割り当てるようにすべきと主張する一方で，そ

は，アナログラジオの同時（サイマル）放送が

の条件として，①市町村レベルの詳細な防災

多くを占めるものと考えられ，V-Low 帯を活用

情報の提供と，②自社制作番組比率 50％以

した新たなサービスについて，具体的に示され

上の 2 点を求めている。ただ，自社制作比率

ているものは少ない。この点は携帯電話事業者

に関する条件は，事業者によってはかなり厳し

が主導的な役割を果たしている全国向け放送と

い数値であり，場合によっては，帯域の割り当

は大きく異なる点である。

てを受けても達成が困難になる可能性もある。

さらに，ラジオ以外の「第三極」のコンテン

さらに，端末普及についても，携帯電話会社が

ツ事業者がどれだけ参入するかという点も不透

普及に積極的なV-High帯とは異なり，誰がどのよ

明である。地域向け放送についても，全国向け

うな形で端末を開発し，普及を進めていくかとい

と同様，映像コンテンツや電子新聞・
雑誌の配信など，事業者の判断に基

図4

づいて，さまざまなサービスが行われ

求められる費用負担は，先に触れたと
おり，1社当たり年間数百万円程度に
とどまるという試算がなされている。し
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全国の世帯カバー率
90％以上
５年
サービス開始

たって，県域単位の小規模な事業者に

地域向け

V-Low 帯のインフラを利用するに当

ハード整備開始

表れているわけではない。

サービス開始

を展開していくのか，具体的な動きが

５年

ハード整備開始

域という単位を活用してどのような事業

全国向け

ることが期待されている。しかし，県

携帯端末向け放送のサービス展開

全国の世帯カバー率
90％以上

全国すべての小中学校で
V-Low 直接受信が可能

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
（総務省ラジオ研究会報告書を基に作成）

う問題を抱える。携帯電話に搭載できるV-Low

帯端末向け放送では，放送波を使用して行う

帯用アンテナの実用化は今後の課題となる。さま

ことになる。

ざまな問題を背景に，地域向け放送のサービス

この場合，同じコンテンツであっても，携帯

開始は，順調に行ったとしても，全国向け放送に

端末向け放送で配信した場合，通信を利用し

比べ1年以上遅れる見通しである（図 4）
。

たものと異なり，放送法の規律の適用を受け

V-Low 帯の活用をめぐっては，ハード事業者

ることになる。つまり，
「政治的に公平であるこ

の決定やコンテンツの確保，端末の開発・普及

と」，
「公安及び善良な風俗を害しないこと」と

など問題は山積している。V-Low 帯に関しては，

いった規律（番組準則）の適用を受けることに

これまでAM・FMラジオ事業者を中心に検討

なるわけである。通信回線を通じて配信した場

が進められてきたが，ハード費用の負担の面から

合には，これらは適用されない。

も，端末普及の面からも，今後はむしろ「第三極」

こうした規律のあり方をめぐっては，とりわけ

が主体となるような環境が作られなければ帯域

電子新聞や電子雑誌の扱いが問題になる可能

の有効活用を図ることは難しい。総務省主導で

性がある。これらは携帯端末向け放送のサー

サービス展開の方向性が示唆された地域向け放

ビス類型として挙げられているが，新聞や雑誌

送だが，全国向け放送と同様，メディア市場が

に関しては，放送とは異なり，内容規制を行う

成熟する中で，行政主導のもとで新たなサービ

業法は存在しない。しかし，今後，新聞や雑

スを創出していくことが困難になっていることが，

誌が携帯端末向け放送で配信された場合，放

今回のケースからは浮き彫りになっている。

送と同様の規律が適用され，場合によっては行
政処分の対象となる可能性がある。

通信・放送融合とコンテンツ規律
これまで見てきたように，携帯端末向け放送

これについて，日本新聞協会は，
「『電子新
聞』に関しては，その内容に，放送番組にかか

に関しては，事業の将来性や行政が果たすべ

る規律が一律に適用されることに危惧を抱く。

き役割をめぐってさまざまな課題が残されてい

番組編集準則などの内容規制や放送番組審議

る。一方で，コンテンツ規律のあり方について

機関の設置など行政機関の言論・報道機関へ

も，従来の放送の扱いでよいのかという点が重

の介入を招きかねない規定は排除されるべきで

要な論点として存在する。携帯端末向け放送

ある16）
」といった懸念を示している。

は，通信・放送融合を先導するサービスだけに，

しかし，コンテンツ規律のあり方については

規律の枠組みは今後，同様のサービスの先例

十分に議論が尽くされたとは言い難い。総務省

となる可能性があるためである。

ラジオ研究会の検討過程では，福岡市に設け

携帯端末向け放送は，リアルタイムで番組を

られた「ユビキタス特区」で行われた実証実験

流すだけでなく，いったん映像などのデータを

で，ゲーム機に電子新聞を配信したケースが紹

端末にまとめて配信し，後から視聴できるダウ

介されたが，新聞と放送の制度上の違いにつ

ンロード型サービス（蓄積型配信）が加わる点

いて，実験を行った事業者は「特区のため全然

が特徴となっている。こうしたサービスは，こ

議論していなかった 17）
」と説明している。

れまで主に通信を利用して行われてきたが，携

伝送 路によってコンテンツ規律が異なるの
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は，電子新聞だけではなく，ダウンロード型の

携帯端末向け放送は，ダウンロード型の映

コンテンツ全般について当てはまる。例えば，

像サービスや，電子新聞の配信を含む点で，通

都市部では携帯端末向け放送を通じて一斉に

信・放送融合をいっそう加速させるサービスと

コンテンツを配信するものの，利用者が少ない

なる。これにあわせて，
「放送」として規律を

山間部では同じコンテンツを携帯電話用の通信

受ける範囲が必要以上に広がることがないか，

回線を通して配信するといったケースが考えら

検討を要する問題と考えられる。

れる。この場合，前者のみに放送法の規律が
適用される。つまり，視聴者から見てまったく
同じコンテンツに対し，異なる規律がかかるこ

5. おわりに

とになる。こうした点を考慮に入れると，携帯

これまで見てきたように，携帯端末向け放送

端末向け放送全体を「放送」として扱うべきな

は，放送という枠組みを用いつつ，これまで通

のか，あるいは，ダウンロード型（蓄積型）の

信で行われてきたダウンロード型の映像配信を

配信を異なる扱いにすべきなのかについては，

行うなど，通信・放送融合をさらに進めたサー

検討の余地が残されていると考えられる。

ビスを展開する予定となっている。その成否は

これまでのところ，ダウンロード型放送の扱

今後の通信・放送融合の行方を占うものといえ

いをめぐって，総務省は，通常の放送と同様に

る。電波利用の面でも，多額の国費を投入し，

扱うべきとする方針を示している。総務省の「デ

視聴者の協力を求めて行う地上デジタル放送

ジタル化の進展と放送政策に関する調査研究

移行後の周波数帯域を使って行うサービスだけ

会」の最終報告（2006 年10月）は，
「録画した

に，失敗は許されない。

後に視聴すること（蓄積型）のみを行うサービス

しかし，携帯端末向け放送開始に向けた計

は，現在の放送のような『公衆による同時視聴』

画は，必ずしも順調に進んでいるわけではな

を前提とするサービスではないため，
『放送』に

い。全国向け放送については，ハード事業者

該当しないとすることも考えられるが，これでは，

の選定が当初の見通しよりもずれ込み，地域向

このサービスには番組準則等の適用が行われ

け放送に至っては，2010 年 8月末現在，ハー

ず，視聴者利益を確保できなくなることから，

ド事業者決定に向けた見通しは立っていない。

18）

適当ではないと考えられる 」と述べている。

全国向け放送については，事業者の選定にあ

一方で，リアルタイム放送とダウンロード型放

たって，従来以上に手続きの透明性が求めら

送で規律を分ける考え方もありうる。情報通信

れたという背景がある。他方，地域向け放送

審議会で 2008 年に行われた通信・放送融合法

をめぐっては，事業の先行きに不透明な点が多

制をめぐる議論でも，EUの規律体系を参照し

く残されているという事情がある。

た上で，送信方法がリニア方式（番組提供者

こうした状況は，新たな放送サービスの制度

が送信のタイミングを決定）か，ノンリニア方式

設計のあり方や事業者選定の仕組みに問題が

（受信者がタイミングを決定）かによって，規律

生じていることを浮き彫りにするものとなってい

を異なるものにすべきか，論点として取り上げら

る。携帯端末向け放送に関しては，基本的に

19）

れたこともあった 。
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従来の政策手法が踏襲され，総務省が周波数

の配分や，そこで行われるサービスの枠組みを

注：

決定してきた。しかし，メディアの多様化が進

1） アナログ放送終了で空く電波の利用方法については，
2003 年 7月に情報通信審議会が
「電波政策ビジョン」
をまとめているが，VHF 帯に関しては，具体的な利
用方法にまで踏み込んだ言及はなされなかった。
2） 情報通信審議会情報通信技術分科会「電波有効
利用方策委員会報告」
（2007 年 6 月 27 日）pp.34-36
3） 携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り
方に関する懇談会「報告書」
（2008 年 7 月15 日）p.13
4） 同上。なお，地域向け放送については，コミュニティ
放送のような市町村単位をサービスエリアにするもの
と，複数の都道府県をひとくくりにした広域放送が考
えられるとした。
5） 同上
6） 大阪地区での放送は 2010 年 6 月で終了した。なお，
東京地区の実用化試験放送も，2011 年 7 月で終了
する予定になっている。
7） 第 11 回 NAB 東京セッション（2009 年 11 月 18 日）
での講演
8） 携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り
方に関する懇談会「報告書」p.29
9）『日経ニューメディア』
（2010 年 8 月 9 日）p.5
10） ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会
「報告書」
（2010 年 7 月 9 日）p.22。
11） NHK について，報告書は，
「民間ラジオ放送事業者
は，NHK が V-Low マルチメディア放送において一
定の役割を果たすことへの期待を重ねて表明してい
る。しかし，NHK は，参入に係る態度を表明してい
ない」と記述している。
12） ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会
「報告書」p.46
13） 全国向け放送
（V-High 帯）
では，
全国の基地局に向け，
通信衛星経由で一斉に番組送信を行うことによって
コストを抑えることができるが，
地域向け放送（V-Low
帯）は，県域放送のため，光ファイバーなどを通して
より細かい単位で基地局に向けた送信をしなければ
ならず，インフラ費用が増える要因となっている。
14） ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会
「報告書」p.25。なお，インフラ費用は 15 年で償却
すると想定。
15） 同上 p.47
16） 社団法人日本新聞協会メディア開発委員会「
『ラジ
オと地域情報メディアの今後に関する研究会報告書
素案』に対する意見書」
（2010 年 6 月 22 日）
17） ラジオと地域情報メディアの今後に関する研究会 第
5 回研究会での意見交換（2010 年 4 月16 日）
18） デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会
『最終報告』
（2006 年 10 月 6 日）p.45
19） 情報通信審議会 通信・放送の総合的な法体系に関
する検討委員会 第 3 回議事録（2008 年 4 月15 日）
p.22-24

む中，新たなサービスに対する利用者のニーズ
を正確に把握し，事業を成り立たせていくこと
は，非常に難しい問題である。総務省が事業
者を比較審査で選定したり，ビジネスモデルを
示したりするためには，事業の採算性も含めた
専門的な判断が必要になるが，そうしたことが
可能なのか，あるいは，そうした点まで行政に
委ねるのが妥当なのかという問題が，今回の
携帯端末向け放送をめぐる混迷からは浮かび
上がってくる。
さらに，これ以外の放 送政策についても，
問題は残されている。すでに述べたように，電
子新聞のようなコンテンツに対して放送規律を
適用してもよいかという点は，十分に議論がな
されたとは言い難い。従来の放送政策の延長
線上で，携帯端末向け放送という通信・放送
融合型サービスを取り扱うのが適当なのかとい
う点は，コンテンツ規律の面からも検討を行っ
ていくべき問題と考えられる。
携帯端末向け放送は，通信・放送融合を大
きく進展させるサービスとなる。事業者にとっ
ては新たなコンテンツ展開を進める契機となり，
視聴者にとってもメディア利用の選択肢が拡大
するという利益がある。ただ，さまざまなメリッ
トが想定される一方で，放送開始に向けた計
画が進展するにつれ，さまざまな問題が浮上し
ているのが現状である。携帯端末向け放送を
めぐる議論は，通信・放送融合型サービスの
事業展開の方向性のみならず，放送政策や電
波政策のあり方がこのままでよいのか，その枠
組み自体を問い直すものとなっている。
（むらかみ せいいち）
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