
放送と通信の「融合J・その現在値を探る
2005年事業者たちのヒアリングから

七沢潔

この l年「放送と通信の『融合jJに関する議論が喧しい。もともと技術的には放送は電気通信の

ー形態として生まれてきたが，不特定多数に対する一方的な送信を主とする放送に対G，通信は l対

lの双方向的な送受信を主とするなど，性格は180度異なる。しかしここ数年のインターネットの高

速大容量化と爆発的普及を背景に，映像や音声が通信回線を使って送られる立ど τ 放送と通信は急速

に接近している。そうした状況下で2005年には l月， 10月と 2度にわたりインタ ネット企業(以

後ネット企業)による放送局の株式買収劇が起こり 7 その後NHKや東京キー局が番組をネソト配信

事業者に供給し始めるなど，放送局とインターネソトの関係は急展開している。

本稿はその実態を問うべく， 2005年4月から半年同行った通信企業，ネット企業などの10人への

述続インタヒeューおよび11月に行った16の放送局のネソト関述業務担当者33人へのヒアリングを元

にした論考で晶る。その結果，ホームページを通じた視駆者へのサーピスの進化やケータイ(携干帯電

話)サイトを通じたコンテンツ販売?番組のブロードバンド配信などで 定の成果をあげているもの

の，ネット関連事業収入はフジテレビを除くと多い放送局でも年間30億円程度，本業である地上波

番組の広告料収入の 1%にも満たない乙と立どが分かった。

一方で地上波番組と L、ぅ類まれなる集客力をもっ放送局を取り込むことで事業の収益力を向上した

いネット企業，通信企業からのアプローチ 7 映像コンテンツの流通促進をIT戦略の目玉のーっとす

る政府の思惑もあり，長年続いたNHKと民放の二元体制にも改革の手が及ぽうとしている。その中

には， 2011年アナログ停波後の地上デジタル放送の補完的伝送路としてNTTの光ファイノ〈一回線を

使った「放送J=IPマルチキャストが提案されるなど，高じれば乙れまで放送事業を支えてきた根幹

(地域免許制，ハード・ソフト一致原則など)を揺るがしかねない動きも含まれている。

それは通信の懐から生まれながらも，公共性を求められるがゆえに制度として通信とは 線を画G，

異なる道を歩んできた放送が 1 通信技術とIT産業の飛躍的発展を前に通信とンームレス(継ぎ目な

し)になることを求められ，新た立アイデンティティを模索する未来が到来することを暗示している。
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はじめに

上 2005年激動の年の一問一答

これは，ライブドアの堀江貴文前社長ら幹

部4人が証券取引法違反の容疑で逮捕される

約2カ月前，放送事業者との闘で行われた問

答である。

質問 2005年1月のライブドアによる二ッポ

ン放送株買収， 10月の楽天によるTBS

株買収唱経営統合提案について個人的

にはどのような意見をお持ちですか?
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M&Aという発想は賛成できないが司放送

産業の限界を超えるために通信との業務

提携には前むきだ。(読売テレビ)

利潤を追求して株主に還元するだけの企

業と違い司放送局には公共の使命がある。

それも勉強せずに手に入れようというの

は倣慢だ。(フジテレビ)

彼らはマネゲムをしている。 方で

我均放送局が戦後最大の成功モデルとい

われるスポ、ノト広告料頼みの経営から抜

けきれないでいるのも事実だ。(中京テレビ)

社会の認知度が低いIT企業にとって番組

で集客するメリッ卜があるが唱放送局は

それで大して儲かるわけでもない。(テ

レビ東京)

彼らの提案は我々が 3年前に考えていた

もので新しくない。だがアイデアがあり

ながら実現しないできた放送業界の怠慢

も問題だ。 (NHK)

(東京，大阪，名古屋の放送局・イン

空ーネット関連業務担当者の言葉)

表 1 2005年の出来事

1月lライプドアによるニッポン放送株買収

2月|媒体別広告費でラジオがインタ ネッ lに抜かれる

3月|経団連の要請で映像コンテンツBB配信に閲する権

利A理の暫定合意

7月 INHK，フジテレビ BBネットへ番組配信するISPに

番組提供を開始

総務省情報通信審議会第2次中問答巾

ーデジタル欣送。補完伝送路としてIPマルチキャ

ストの積極活用に言及

10月|楽宍， TBS株買収，経営統合を提案

日本テレビ， VOD配信サイト「第2日本テレピ」を

開始

(アメリカ)ABC，アップル杜のサイトiTunesを通

じてiPodに番組配信開始

II丹 ITBS， ISPを通じてBBへの番組配信開始

楽天， τ135 業務提携協議の覚書に調印

12月|規制改革・民間開放推進会議最終報告書

-NHK-B5放送のスクランプル化(有料化)提案

ソフトパンク， Yahoo! 3万本の映画番組のネット

配信開始

総務省， NHK改革と「放送と通信の融合」について

の有識者懇談会設置を公表 (2006年 1月20日尭足)

(BBはブロードパンドの略称)

2005年という年はライブドア，楽天という

会社設立から10年に満たない新興インターネ

ット企業が，豊富な資金調達力を背景に株式

を買い集め，民間放送トップの売上実績を誇

るフジテレビや創業50年の老舗TBSに業務提

携や経営統合を迫った年として，放送の歴史

に刻まれる l年となった。

同時にこの年は， 1992年に日本で商用イン

ターネット接続サービスが開始されて以来初

めてといえるほど，次々と放送事業者による

インターネット利用の新機軸が発表された。

2月，大手広告代理屈・電通が発表した2004

年度の媒体別広告費調査の結果， 80年の歴史

を誇るラジオが始まって10年足らずのインタ



ーネットに抜かれたことが分かった。 3月に

は懸案だったテレビ番組(動画)のインター

ネソト西日信の際に各権利者がもらう取り分に

関寸る;Gー)l--が，日本経済団体連会会(経団

連)の要論で 1年の限定つきながら暫定合意

された。そして 7月NHK，フジテレビは複

数のインターネヅトサービス供話者 (I5P)1) 

に過去のテレビ番組を提供し， ISPはそれを，

有料で，見たい時に見られるビデオ・オン・

デマンド (VOD)の形でブロードノミンド(略

称BB。高速大容量インターネット)に配信

し始めた。一方日本テレビは10月末に無料会

員制のVOD配信サイト「第 2日本テレビ」

を自前で立ち上げ，広告料収入とコンテンツ

の有料視聴の二本立てで事業化を開始した。

11月，楽天に経営統合を迫られたTBSは以

前から計画した通り，番組をISP経由で有料

でBBに配信し始めたが，他方で携帯電話の

コンテンツ制作で成長したインデックスや電

通と矢継ぎ早に共同出資会社の設立に動き，

BBに無料の動画配信をすることも視野に入

れ始めた。 2005年 4月に広告を収入源に無料

で動画配信を始めたUSENのブロードバンド

「放送JGyaOが，わずか 9カ月で登録会員数

を630万人 (2006年 1月23日現在)にまで伸

ばしたことが刺激になったといわれる。

そして11月末，楽天は経営統合提案を撤回

してTBSと覚書を締結し，番組のネット配信

や，テレビと電子商取引の連携などを話し合

う業務提携委員会を発足させることになっ

た。一旦は株主総会における楽天の議決権を

「凍結」したものの，話し合いの成果がなけ

れば争いが再燃する可能性もあり，緊迫した

中で放送と通信の「融合」の具現が論議され

る状況が続いている。

放送と通信の「融合」 その現在値を探る

海の向こうでは2005年秋アメリカのアップ

ル社の携帯型音楽再生端末iPod2)に動画の取

り込みと再生機能が組み込まれ，映画 TV 

番組などコンテンツ在所有するディズニー傘

下のABCのドラマやニュースがiTunes3)経由

で配信され始めるなど，新たなメディアとし

て市場を席巻する可能性が出てきた。

放送と通信(インターネット)が怒濡のよ

うな勢いで合従連衡を繰り返している。放送

行政に長年携わったある総務省OBは「度重

なる不祥事発覚の影響で受信料不払いに直面

するNHKもふくめ，今年ほど放送をめぐる問

題が一度に吹き出た年はなLリといい，続け

て 13カ月経っとまったく新しい事態が生ま

れるほど時の流れは早Lミ。いま論文を書いて

もすぐに古くなるjと忠告する。

そして12月，竹中平蔵総務大臣はNHK改

革や「放送と通信の融合」を検討する有識者

による懇談会を設置し， 2006年6月までの半

年で提言 121世紀ビジョン(仮称)Jをまと

めると発表した。道路公団，郵政民営化に続

いて小泉改革が長年NHKと民放の二元体制

が続く放送事業の領域にも迫ってきたのであ

る。

放送と通信の「融合」の奔流はどのように

して起こり，その中で放送事業者はいま何処

にいて司何を考え唱どのくらいのことを実現

し，この先どこに向かおうとしているのか?

本稿の目的はともすれば過大に，イメージ

先行で語られがちな放送と通信の「融合」の

これまでの流れを振り返り，その掛け値なし

の現在の値を，主として放送事業者の意識と

行動から「測定」することである。その上で

NHK放送対凶問所年報捌619



改革の対象となり液動的となった放送の未来

に求められるものを考える。拠り所はこの l

年に行った 2種類のヒアリングを通して集め

られた事業者たちの肉声と事実である。

2.事業者たちのヒアリンク

， )連続インタヒ、ユー「情報社会のゆくえ」

取材期間 2005年4月-10月

「放送研究と調査j月報では 6月号から連

続インタビュー「情報社会のゆくえjと題し

て，放送と通信の「融合」の現場に連なるプ

レイヤーたちの声を聞いた。

第l回は創業40年，日本の情報産業の草分

けであるインテック会長の中尾哲雄氏。第 2

回はインターネットを活発に利用してきた大

阪のロック専門局FM802の事業開発部開発課

長・谷口純弘氏とデジタルラジオ推進の旗

手，エフエム東京・代表取締役会長の後藤亘

氏。第3回は通信事業者として10年来，放送

と通信の「融合jにチャレンジしてきたソフ

トパンク・ブロードメディア代表取締役の橋

本太郎氏。第4回はケータイ(携帯電話)の

コンテンツ制作で急成長，放送局との業務提

携も盛んに行うインデックス社長の小川善美

氏と専務取締役・渡辺和俊氏。第 5回はBS

デジタルで双方向性を生かしたクイズ番組作

りをともに行ったト 7 テ+ジ (TBS，松下電器，

NECなとが出資したデジタルコンテンツサー

ビス会社)の舟橋洋介氏とN甘メディアクロ

スの佐藤浩之氏。第 6回はVOD配信サイト

I第2日本テレビIの編成責任者で日本テレ

ビ・コンテンツ事業局次長の土屋敏男氏。そ

して第 7回は地上デジタル放送の補完的伝送

路として光ファイノfー網を使ったIPマルチキ

10 

ヤス I、の可能性ーを諮るNIT中期経笛戦略惟巡

室但当部長の出口禿一氏。

放送事業者，通信事業者，コンテンツ事業

者，ネット企業などの現場プレイヤーたちの

ヒアリングは各事業者のオフィスや文研でそ

れぞれ平均 211寺問ずつ行い，録音を書き起こ

した。

2 )東京・大阪・名古屋の民放15社と NHKの

インターネット関連業務担当者への面談調

査実施時期2005年11月

2005年11月14-30日，東京，大阪，名古

屋の民放15社とNHKのインターネット関連

業務の担当者(のべ33人)の現場を訪ねてヒ

アリングした。主として各局のWEBサイト

(ホームページ)の活用状況，ケータイの事

業化状況と開発したコンテンツ，番組のブロ

ードバンド配信などの現状と見通しについて

聞き，取材メモと録音をもとに 3枚の表に整

理した。尚サ個人的な意見も含むため担当者

は匿名とした(末尾の表3，4，5参照)。

⑪ブ山れの20年

放送と通信の「融合」というテーマはすで

に10年以上前から 部有識者の間では語られ

ていたが，一般社会で認識されるようになっ

たのはこの 2，3年である。電話回線を用い

たインターネットが高速大容量化してブロー

ドバンドと呼ばれるようになり， 1千万件を

こえる世帯 (2005年11月現在1，880万世帯)

に普及し，音声や静止画像のみならず動画ま
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規制緩和ネッiワークの開放

でもが鮮明に送信されるようになってからの

ことである。まさに最新の通信インフラが整

った後の話である。

DI) ，日本テレコムなど新たな電気通信事業

者が誕生する時代の始まりである。

この時代，日本でも自治体や企業など公共

セクターではコンピューターを中心とした情

報ネットワーク化が進められており，そのネ

ットワークとネットワークをつなぐ通信機能

の登場が待たれていた。

1.通信の自由化と技術革新

ブロードバンド普及への道は，日本におい

ても欧米においても電気通信市場の自由化と

通信技術の飛躍的発展があって初めて開けた

ものであった。スタートはアメリカにおいて

は1984年のAT&Tの分割，日本においては

1985年の電気通信事業法制定およびNTT法で

電電公社が民営化され，それまで独占状態に

あった電気通信への新規参入が可能になった

ととに求められる。第 2電電 (DDI，後にKD

富山市に本拠をおくインテック社は1964年

に富山言|算センターの名で民間企業や地方自

治体むけの計算受託代行から業務を始め， 70 

年代には大型コンピューターを導入したネッ

トワーク事業を開始，全国各地で銀行のオン

ライン化，企業，病院，学校の情報ネットワ

ーク化を進めた。そして1985年の電気通信事

NHK放送文化研究所年制ωjll



業法改正に際してはコンピューターを結ぶネ

ットワーク通信の開放を訴え，民間通信事業

者(大規模V必J事業)の先駆けとなった。

「インフラですよ。設備のインフラもあ

るけど司システムのインフラもある。そう

いうものに徹してきた。(今のネット企業

みたいに)莫大な儲けは出ませんけどね。

我々がインテックという名前をつけたとき

に，コンヒaュ-9・ユーティリティという

言葉を経営の標語にしたわけですよ。いつ

でも，どこでも唱誰でもがコンビュ一台パ

ワーを{車えると。そのためにネットワーク

通信というのは絶対に民間に開放されなく

てはならない。その通信機能開放へ司我々

は声をあげてきたんです。 企業がそうい

うことを言い出したんで怒られたこともあ

りますが・ ...J

(インテッケ会長・中尾哲雄氏のインヲビューから

2005年4月( )内は筆者が補注)

中尾氏たちの努力でそれまで互いに独立し

たサービスとして提供されていたコンビュー

ターと通信が結ばれ，すでに行われていた音

声通信，映像通信に加えてデータ通信サービ

スが通信事業に加わった。

因みに中尾氏は当時，コンピューターの端

末は経済効率をあげるため企業に導入される

ものであって，今日のようにパソコンが個人

の闘に広く普A 及して生活情報や娯楽τ コミュ

ニケーションの手段に利用されるとは予想も

しなかったという。

やがて90年代に入りパソコンの普及が進み，

社会のあらゆるセクターにあるコンヒ。ュータ

ーや家庭や個人がもっパソコンを結び，交換
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手ぬきで地域も国もこえて情報が交信される

巨大な通信インフラ，インターネットが社会

に浸透してきた。 1993年アメリカのクリント

ン政権はインターネソトを基幹とした全米規

模の高度通信ネットワーク「情報スーパーハ

イウェイ構想」を打ち出し，新たな産業基盤

として整備する乙とを提唱，ヨーロッパや日

本もこれに追随した4)。アメリカは1996年に

60年ぶりに電気通信法を改正し，ケーブルテ

レビの通信事業参入規制などを撤廃。放送，

通信，ケーブルテレビ事業が相互に参入でき

るようになり，市場は競争の導入で活性化し

た。この時鍵になったのはアンバンドル(機

能分離)規定と呼ばれる措置で，旧来の電気

通信事業者がもっ設備を細分化し，新規参入

者がそれらの設備を借りて通信事業や放送を

行えるようにする方法であった。そのアンバ

ンドルの波はやがて日本にもやって来る。

2.放送と通信:180度遣う社会的性格

本稿を進める前にとこで放送と通信の技

術，法制度上の関係について触れる。なお本

稿では特別の断りのない限り通信とは，有線，

無線の電気通信を指すこととする。

電気通信は19世紀前半のアメリカのモール

スらによる電信機の発明，同世紀末のベルに

よる電話の発明などをへて発達した，電磁波

に情報をのせて遠方に送り届け再生する技術

を基盤としている。 20世紀に入りアマチュア

無線電話から生まれたラジオ放送も，その後

のテレビ放送もこの同じ電気通信技術を基盤

にしている5)。

放送も通信と同じ電気通信法により規制さ

れているアメリカと遣い，日本ではまず電気

通信基本法として有線電気通信法と電波法が



放送と逆信の「融合」・その現在値を探る

図 2 通信と放送の法体系(日本)

無線 有線

通信 一電波法(免許，設備業務規律) 有線電気通信法(届出。設備規律)

電気通信事業法('登録・届lH，設備規律)
放送 'i'Iu'送波法(免許!設備調律) 有線テレビジョン放送法(許の規可!設備現律ー届出!業務規律)

放法(業務番組規律) 有総ラジオ放送業務の運用 正に閲する法司令

〈術旦役務〉 電気通信役務利用放送法(茸録 1 業務規律) 〈有線役務〉
L 

あり，放送は設備(ハード)規律を定めた電

波法と業務(ソフト)・番組規律の放送法，

後に制定された有線テレビジョン放送法，電

気通信役務利用放送法などにより，通信は電

波法と有線電気通信法の下にある電気通信事

業法などにより規定されている。

次に法律上の定義だが，まず電気通信事業

法は「電気通信」を次のように定義している。

「有線，無線その他の電磁的方式により，

符号，音響文は影{撃を送り，伝え，又は受け

ることをL寸。J(電気通信事業法第 2条1号)

乙れに従えば電気通信とは幅広い概念であ

り，情報の形態が特定されていないのみなら

ず，情報の送り子と受け手の関係にも特段何

の制約もな1'0 一方，放送の定義は電波法及

び放送法の中にある。

Ir放送』とは，公衆によって直接受信され

ることを目的とする無線通信の送信をL寸。j

(電波法第 5条4項及び放送法第2条 1号)

法律上の定義でも，放送は無線通信の一部

であり，従って放送と通信は互いに独立した

概念ではなく，通信の一部が放送という関係

にある6)。

述いは放送が「公衆によって直接受信され

ることを目的とする」とあるように，送信者

の特定の目的=意思を前提にしていることで

ある。他方通信事業は情報を電磁的手段で距

離に関わりなく送信者から受信者に伝達する

合畳録大規模恥設 1 広川 聞出小胤模施設狭域(市町村)

だけのサービスであり，機能はものや人を運

ぶ交通に似ている。運ばれるものの内容に関

わらずサービスを提供する価値中立的なサー

ビスである。それに対し放送は，送信者の特

定の意思に基づくサービスであり，制度的に

も受信される情報の編成 制作は，情報を送

信する無線局の免許所有者が責任をもち，そ

こに送り手の{剛直観が反映される制度である。

また放送は国の所有する有限な資源である

電波を使うために免許制であり，内容が万人

に一方的に届けられるため高い公共性が要求

される。そのため放送事業者は「編集J7) (編

成，制作から送出までの全過程を含む)に当

たっては「公序良俗に反しない，政治的公平

を期す，報道は事実をまげない，意見が対立

する問題は多角的に論点を明らかにするJこ

とや「教養，教育，報道，娯楽4ジャンルの

番組の調和を保ち，視聴覚障害者に配慮するI

ごと(以上放送法第 3条の 2より)，さらに

番組審議会を設けて社会の意見を聞くなど，

1華々な義務を負っている。

一方通信事業は制度的には無線以外は参入

が楽な登録や届出制である。技術的には基本

はl対 lの双方向のやりとりで，いわば個人

性が強い。事業は内容に関わらないため規制

を受けず，また通信内容の「秘密」が守られ

ることが義務づけられている8)。

このように放送と通信は，技術上は同じ電
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気通信であるが，法制度上の扱いや事業とし

ての社会的性格は元来180度遠うものである。

そしてこの性格の異なる二つのコミュニケ

ーションは， 20年あまりの電気通信技術の進

歩と地球規模の市場経済拡大の中で，現象面

に限らず，事業形態そして法制度面において

も接近をとげてきたのである。

3.放送・通信の接近

~中間的領域の拡大

放送と通信の接近は，まず技術革新によっ

て，元来主として 11対 1Jのコミュニケー

ションに使われてきた電気通信に 11対NJ

の形で不特定多数への情報送信をする機能が

現れ，その種類が豊かになり普及していった

ととに現れた。

日本におけるその萌芽は1979年に登場した

通信ネットワークにテレビ受像機を接続して

文字と静止画による双方向の情報サービスを

行う「キャプテン」に遡るが，社会的に普及し

たのは10年後の1989年に現れたダイヤルQ29)

というサービスである。ダイヤルQ2は加入

電話網を介して提供される音声番組などテレ

ホン情報提供サービスで，利用者が支払う料

金(情報料)をサービス提供者に代わってNTI

が課金し，従来の通話料と一緒に回収代行す

るサービスである。今日のケータイサイトで

の有料会員登録やコンテンツ利用への課金シ

ステムをNTIドコモなどがrBっているのも，

このダイヤルQ2で開発されたビジネスモデ

ルに則っている。そしてこのダイヤルQ2はブレ

イクし，提供番組数は最大時 (1990年)で

8，500番組まで増えたが，わいせつな内容の番

組も多くなり，また高額な料金請求によるト

ラブルが絶えなかったため世間の評判は芳し

14 

くなかった。しかし0990で始まる番組の電話

番号にアクセスする不特定多数の利用者に，

11対NJの形で番組が伝送されたのは確か

であり，それはあたかも現象としては通信網

の中で「放送のような」サービスを聞くが如

くであった。そして元来通信では情報内容の

秘密は守られ，内容が事業者や外部カミら規制

されることはなかったが，ダイヤルQ2では公

序良俗に反する番組も多くなったことから，

NτTはサービス提供者に事前に番組企画書の

提出を求め審査するなどの規制をせざるを得

なくなった。これもまた公共性を重んじるた

めに内容が規制される「放送のような」対応

であった。つまりこの時，これまでの通信の

概念には収まらない，通信と放送の中間のよ

うな存在，言い換えれば「公然性を有する通

信」が現れたのである 10)。

4. 1ハード・ソフトの分離」にむかう放送

通信技術の進歩とともに放送が通信と接近

し，放送事業の性格が変わった事例としては，

まず1970年代に離島など遠隔地の難視聴地域

対策で始まったケーブルテレビが最初だった。

乙の時民間のケーブルテレビ事業者は各地域

の民放局やNHKなどの放送事業者が制作した

番組を同時再送信することになった。 1972年

に制定された有線テレビジョン放送法で施設

許可を受け事業を届け出たこの新たな放送事

業者ーたちは，同軸ケーブルのネットワークと

いう伝送路(ハード)の所有者ではあるが，

一部の自主制作番組を除いては自社のケーブ

ルネットで流されるほとんどの番組の制作

(ソフト)には関わっていなかった。

これは従来の放送法で免許を受けた放送事

業者が電波送出機能(ハード)も番組「編集」



事

機能(ソフトj品共に有する「ハード・ソブ

l、の一致Jij:.原則主していたのに対し， rハ
ード・ソフトの分離」に一歩近い。

また有線テレビジョン放送法は，それまで

放送法で「無線通信の送信jに限定されてい

た放送に「有線通信の送信」である有線放送

という概念を加えた。

そしてこれらの新しい放送事業者はやがて

1990年代に入ると都市部に展開しながらBS放

送やCS放送の番組を取り込んで多チャンネル

化し，しかもケーブルというインフラを使っ

たインターネットサービスや固定電話サービ

スなど文字通りの通信事業に進出していく。

いまから見ればケーブルテレビは一つのイン

フラ(伝送路)で放送と通信が行われるとい

う意味では「融合」の走りであったといえる。

一方， 1ハード・ソフトの分離jの流れは1989

年の放送法改正の主役である通信衛星CSを用

いて放送を行う CS放送に引き継がれた。こ

のCS放送では通信衛星(ハード)の免許所有

者と放送番組を「編集」する(ソフト)事業

者は別個であり，前者を受託放送事業者，後

者を委託放送事業者と名付けた。放送事業者

として国の免許を受けるのはハードを使って

委託された放送の送信を行う受託放送事業者

で，受託放送事業者に放送番組の放送を委託

する委託放送事業者は国の認定を受ける。

との時「ハード・ソフトの一致」という原

則が崩れ， CS放送においては「ハード・ソ

フトの分離Iが行われたことになる。

乙れは放送の機能分離=アンバンドルの先

駆けであり，当時先行していた通信のアンバ

ンドルの動きに対応している。そしてこの流

れはその後放送と通信の「融合Jの進展を制

度面から保証していくことになる。

放送と通信の「融合J'その現在値を探る

5. インターネットの時代へ

そしてインターネットの時代。インターネ

ットはそれ自体が放送と通信の「融合Jの象

徴と呼ばれるほど， r 1対NJつまり不特定多

数への伝送が常態化・高速化した通信手段で

あり媒体(メディア)である。いまや企業や

団体に留まらず，高齢者から子どもに至るま

で，世界中の個人がホームページやブログを

通じて不特定多数に情報を発信している。急

成長する乙の市場には多くの新興ネット企業

が殺到し，ポータルサイトを立ち上げて，

様々な情報の発信源となりながら，通信のも

つ本来の特性である双方向性を活かして旅行

予約からオークションまで物販，流通，金融

などの新たな窓口を提供している。日本の電

子商取引は2003年度の数字で80兆円をこす巨

大な市場規模に成長した11)。

ところでこの間の， 1996年には当時の郵政

省が各界の有識者を招いて 121世紀に向けた

通信・放送の融合に関する懇談会Jを開催し

た。そこではケーブルテレビ， CS放送と，

通信事業が放送事業に接近する度に次第に輪

郭を浮かび上がらせてきた「ハード ソフト

の分離」に対応した法制度の改正について，

アメリカのように日本でも正面から議論すべ

きとする主張も見受けられた。しかし結局行

政は抜本改革には動かなかった。こうした行

政の対応を東京大学大学院情報学環学際情報

学府の浜田純一教授は後に次のような言葉で

批評している。

もともと日本の放送行政は宅ほかの分野

の行政と同様に，環境変化に対してドラス

ティッ?な対応をするのではなく『いわば
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『ソフト・ランディング』をめざす政策を

とってきた。すなわち，放送を取り巻く技

術や社会・産業の変化に対して咽既成の秩

序をただちに大きく変動させるのではな

く唱それを基本的に維持しながら司最小限

の修正をくわえつつ緩やかな変容をうなが

すのが哩従来の手法であった。しかし，技

術と産業の急速な進展は，市場原理という

制度の基本枠組みにかかわる対抗価値の提

示とあいまって，そうした緩やかな形での

対応に限界も生み出している。

(1放送制度論と放送法制の行方」

放送学研究49，1999年より)

因みにこの懇談会の委員の l人であった川

口幹夫NHK会長(当時)は，

「放送サービスの概念を整理し直し唱放

送サービスに当たらないサ ビスは通信と

して区分する検討が必要である。放送サー

ビスの概念は司受信対象者が不特定多数で

あることと同時に司情報内容については提

供者の総合的な編集意思があるかどうかに

留意が必要である。単にデ--jなどを流す

といったものでなく唱ある種の文化性がな

ければならない」

(第4回会合 1996年5月19日)

と述べ，放送と通信サービスの遠いに言及し

ている。また「ハード・ソフトの一致」の維

持を訴え，その理由として①放送サービスの

独立性を確保し，品質の保持を含めた安定的

な提供を行うため，②サービス開発とハード

開発が一体化してこそ放送文化の先導ができ

ること，③ハード・ソフトの統合によりサー

16 

ビスの効率的な提供が可能なことを上げてい

る12)。

6. ネット企業の登場と牽引力

さて1990年代後半から2000年代のブロード

バンド普及までの道のりをリードしたのは，

かつては渋谷周辺，いまは汐留や六本木ヒル

ズに移った新興のネット企業群である。彼ら

の中にはいち早く，インターネットという通

信と放送の「融合」が近い将来に起こること

を看破したものがいた。

1996年ソフトパンクの孫正義社長はアメリ

カのメディア王ルパート・マードック氏のニ

ューズ・コーポレーションとともにテレビ朝

日株の買収に動いた。だがこのテレビ局買収

は結局失敗に終わり，孫氏とマードック氏は

撤退する。二人の触手はその後通信衛星に移

り，翌年にはフジテレビ，ソニーなどと共に

CS放送局JSkyBを立ち上げ，とれが今日の

スカバー! (Sky Perfect TV ! )に発展する。

ソフトパンク・フ辛口ードメディアの橋本太郎

氏によれば，この頃孫氏は 1¥ミまにテレビも

インターネットの中に融合される。全部VOD

になる」と諮り，自らがFOXというケーブル

テレビ局を所有するマードック氏との間に物

議を醸したという。

そして日本のインターネット元年といわれ

る2000年にNπが再編成され，高速インター

ネット回線のxDSLI3)がアンバンドル(機能

分離)され，ソフトパンクなど新規参入者に

も利用可能となった。 2001年 9月ソフトパン

クグループのYahoo! BBがADSLによるブロ

ードバンド接続サービスを開始，先行する事

業者をあっと言わせる大胆な低価格路線など

で一気に普及を進め， 2005年11月現在で



 

1，400万世帯がADSLのブロードバンド回線を

利用するまでに至った。

この間2001年には政府のIT戦略本部はか

Japan戦略を発表， 1高速インターネット3，000

万世帯，超高速を1，000万世帯に普及するJと

ぶち上げた。 ADSL回線の普及で'Yahoo! BB 

に遅れをとったNTTも2004年には 12010年ま

でに光ファイバーを3，000万位帯に普及する」

と宣言した。

そして10年前の数百倍にあたる30-100M

bpsなど高速大容量の回線が普及したごとで

WEBサイトに掲示された動画配信のボタン

をクリックするとニュースクリップなどの映

像がインターネット上でも見られるようにな

った。技術的には，利用者がパソコンから

ISPのサーバーにアクセスする信号を送ると

サーバーからインターネット回線を通って映

像が送られてくる仕掛けである。従って技術

的にも法制度的にも「公衆によって直按受信

されることを日的とする無線通信J(放送法

第 2条 1号)や「公衆によって直接受信され

ることを目的とする有線電気通信J(有線テ

レビジョン放送法第2条 I項)と定義される

放送や有線放送とは違う。違いながらもこの

仕掛けを利用したUSENのGyaOなどが俗に

インターネット無料「放送J，ブロードバン

ド「放送Jと呼ばれることとなり，今日の

「融合j論議に拍車をかけるごとになる。

さて2001年頃にはネットバブルの崩壊によ

って株価が暴落し，一度は落ち込んでいたネ

ット企業が息を吹き返した。ソフトパンク，

ライブドア，楽天などは，急成長への期待値

ともいえる高い株価を背景に，海外からの投

資も呼び込んで、資金調達し， M&Aを繰り返

している。ソフトパンクの株式時価総額は

放送と通信の「融合jーその現在値を探る

2005年12月1日現在で 4兆3，804億円とソニ

ーに迫る勢いで，楽天も l兆円をこえ，テレ

ビ業界の雄フジテレビの7，756億円， TBSの

5，188億円を凌いでいる。売上高ではまだテレ

ビ業界より少ないものの，この高い株式時価

総額ゆえに巨額の資金の貸し付けを受けるこ

とができ， 1小が大を飲み込む」が如きM&

Aが仕掛けられるのである 14)。

またネット企業は自社のポータル上に他社

より多くの客を集め繁盛するサイトとなるこ

とでさらに多くの広告を獲得してビジネスチ

ャンスを広げようと，激しい競争を繰り広げ

ている。そのために他のメディアの追随を許

さない圧倒的な集客力(リーチ)をもっ東京

キー局の地上波テレビ番組が自社ポータルサ

イトで見られるように計りたいのである。そ

のためにテレビ局と業務提携したいが，遅々

として進まない。ならば資金力で一気に手に

入れる・・・・強引にも見える放送局の株買収の

裏側にはこのような事情があった。

顧問拾」か?r連携Jか?
電己哩，-放送とインターネットの関係

1. I融合」の由来

今日，放送と通信の「融合」という言葉は

広く用いられるが， 説ではアメリカのデジ

タル技術の発信源・マサチューセッツ工科大

学 (MIT)メディアラボの創設者で所長のニ

コラス・ネグロポンテ氏が使っていた言葉

“Digita1 Conversion"から訳されたという。

ネグロポンテ氏は1985年のメディアラボ設立

当初から将来は出版，映画，テレビ，コンビ
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ューターの産業がデジタル技術の中で「融合」

していくことを盛んに説いていたという。(中

村伊知哉著『デジタノレのオモチャ箱-MITメディア

ラポから見た日本Jより)

日本ではマルチメディアという言葉が使わ

れ始めた90年代はじめには，すでに「メディ

アの融合J1放送と通信の融合Jという言葉

が研究者により使われている。行政も遅くと

も90年代中葉には使っていることから，すで

に10年以上は流通してきた言葉と認定される。

2. TBSは「連携」と答えた

だが放送事業者の聞には「融合jという言

葉に対する紙抗感が強く存在する。

2005年11月30日， TBSの井上弘社長は記者

会見で楽天との覚書締結について報告する中

で， if放送とインターネットの連携Jを実現

するため，業務提携については委員会を設立

して協議を開始する」と表現した。 10月13日

にTBS株買収の事実が明らかになって以来，

楽天の三木谷社長がメディアでしきりに「放

送と通信の融合」という言葉で語っていたに

もかかわらず，あえて「連携」という言葉を

選んだのである。

「融合」ではなく「連携」。この言葉のずれ

を， TBSはホームページのIR情報の中で次の

ように説明している。

光ファイパーなどのブ口 ドバンドが急

速に整備されつつある日本では唱『テレビ

とイン合ーネットが融合する時代が来る』

ともてはやされています。しかしこの考え

には，少しだけ誤解があるようです。人権

向上への不断の取り組み司著作権などの保

護司青少年育成への協力など，企業の社会

18 

的責任を重視する当社は.独自の放送基準

や内部統制システムをもとに放送サービス

を行っています。この放送サービスと，さ

まざまな規制や制約が存在しないイン空

ネットサービスが融けあう唱もしくは同時

に存在することは大変難しいというのが実

態です。

この見解は，根底においては前述した10年

前の郵政省 121世紀に向けた通信・放送の融

合に関する懇談会」で，当時のNHKの川口

会長が放送サービスの特徴として「編集意思

の存在」や「文化性」をあげて通信サービス

と一線を画したととに相通じている。 10年の

時を隔てた二つの声明からは放送法により高

い公共性が要求されている放送事業者が，長

年の自助努力で築き上げた文化と歴史，社会

的信用に対してもつ衿持が伝わってくる。

と同時に，その言葉を聞いた通信事業者や

インターネット企業からは，長年新規参入者

を排し護送船団方式で守られてきた放送事業

者の自己正当化の論理であり，市場原理や視

聴者の意向を重視する新しい時代への抵抗と

受け止められる可能性も存在する。

3. '6のテレビ局の担当者の回答

東京，大阪，名古屋の16の放送局のネット

関連業務の担当者に「放送と通信の『融合JJ

と言われることに対する意見を聞いた。する

と約 7割にあたる 11社の担当者が If融合』
は適当でなLリと答え， i連携jや「共存」

などを代案としてあげた。 I融合」に肯定的

な回答を寄せた社は 2社で， 3社が「部分的

には『融合』もありうるIと含みを残した。

「融合」ではなく「連携」と答えた社の多



図3 放送と通信は「融合」するか?

する

くはτ135と類似の趣旨で，放送と通信は性絡，

役割が遣うからそれぞれの良さを活かして補

完しあう意味で「連携」するのが賢明，との

回答である。ただし放送と通信の相違点の指

摘は様々である。

放送は地域限定の免許だが，ネットは地

域や国を超える。(フジテレビ)

放送は内容に責任あるが，通信はコンテ

ンツを買い付けて流すだけ。 (NHK)

放送は集客力(リーチ)に優れ唱通信は

詳細に強い。(名古屋テレビ)

言葉が足りなし、。「放送と通信の技術の

融合」だ。技術である伝送路や端末は 緒

になっても，文化であるコンテンツは連携

はするが融合はしない。 (テレビ大阪)

一方，放送局の担当者たちが「融合jとLミ

う言葉を好まない理由について，放送事業者

の動向に詳しい上智大学新聞学科の音好宏助

教授はこう諮る。

「それはきわめてポリテイカルで，放送

局の人たちも最初は“融合"と言っていた

放送と通信の「融合」ーその現在値を探る

んですよ。ところが，融合というと唱だん

だん自分たちがのみ込まれるという雰囲気

で使われるようになっちゃったので司突然

のように“連携"と言いだしたのが 1年ぐ

らい前でした。J(2005年11月のヒアリング

から)

この l年の 2度に渡るM&A騒動が放送事

業者の心理に影を落としている，というので

ある。だが一方で「放送事業者が『融合Jで

はなく『連携』と言い始めたのは，ケータイ

(携帯電話)の普及と各放送局のケータイサ

イトの完備で，それまでのB5デジタル放送

などでは不十分だった双方向の通信機能が稼

動し始め，放送コンテンツとインターネット

はそれぞれ別個だが連動する，つまり『連携』

するのだと実感したからだ」と言う戸もメデ

ィア研究者の間には存在する。

さて16の放送局の担当者の意見にはその他

次のようなものもあった。

言葉の定義はどうでもよい。通信に対し

て方お差が壁をたてても流れには逆らえない。

テレビ局として通信を積極的に取り込むべ

きだが唱会社は動かない。

この回答には通信事業との連携にもっと取

り組みたいが，自社の上層部は現状のスポッ

ト広告中心の経営がうまくいっているため積

極的にならない，という不満が現れている。

今回ヒアリングした担当者たちはそれぞれ

の放送局の中でデジタル化を推進し，最も深

くインターネットに関わる業務をしてきた

人々である。彼らと膝詰めで話すと，デジタ

ル化にむけて会社が変わらなくてはならない
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のに，社員の意識改革が遅々として進まない

ことに苛立つていると感じることがある。そ

して話題とされる割に，放送局のインターネ

ット利用の現状がL功ミなるものであるかは，

あまり知られていない。

日本の放送局がこれまで行ってきたイン

生ーネットを利用した業務とはどのような

ものなのか?

その全体像をつかみ，問題点を探るため，

16社からのヒアリング結果を表 3，4，5にま

とめ本稿の末尾に掲載した。次章からはその

表を参照しながら，放送事業者が取り組むイ

ンターネット利用の実態にアプローチする。

⑪生232二信乙ムへ
， .効果の認識に時聞がかかった

放送局のインターネットとの出会いは，ほ

とんどの場合白局のWEBサイト，いわゆる

ホームページを開設した時である。今回のヒ

アリングで確認された中で最も早かったのは

TBSの1995年4月3日。担当者が語った開設

のいきさつによれば，その年の 1月に起こっ

た阪神・淡路大震災で放送による情報伝達経

路が遮断された時，別経路の伝達手段が必要

であることが確認されたからだという。時を

同じくして大阪では朝日放送がいち早く被災

者支援情報を流している。その他この年には

大阪の読売テレビ，東京の日本テレビ，テレ

ビ朝日，テレビ東京， NHKでホームページ
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が立ち上がった。名古屋ではやや遅く，概ね

1997年以降，そして意外だがフジテレビは16

社中 2番目に遅い1998年4月にホームページ

をスタートさせている。

当初はサーバーの容量が小さく，扱える情

報量も限られていた。どの局でも会社案内や

番組表掲載などが関の山だった。本格的なホ

ームページに変わるのは2000年以降である。

サーノfーも伝送路も容量が増し，番組ごとの

ページが組めるようになった。

ところがそれで、も尚，多くの局で番組制作

現場がインターネットのホームページの重要

性を理解するのに時間がかかったという。た

とえばNHKでは各番組のスタッフやプロテ'ュ

ーサーが番組ごとのページの更新などを管理

しているが，看板番組のNHKスペシャルや

クローズアソプ現代のページができたのは

2002年になってからだという。 11，艮られたスタ

ッフの中から専属の係を出してページを維

持・更新したり，お金を出して外部発注する

価値があると理解されたのがその頃だったの

だ。

多くの番組でホームページを通じた番組広

報の成果が上がり始めたこと，そして何より

もインターネットがすっかり身近なものにな

ったことが大きいと担当者はいう。

そして今回のヒアリングでホームページの

目的を尋ねたと乙ろ， I番組宣伝J，I企業広

報」に加えて「事業(ビジネス)Jを目的に

加えた局が 9つあった。ブロードバンドの時

代となり，利用者が情報やサービスを選択で

きる双方向性を活かしたビジネスが放送局の

羽TEBサイトで始まりつつあるのだ。



図4

信仰

3.0 

放送局ホームページへの月間のアクセス数

2. 伸びるアクセス数

ホームページへの現在のアクセス数を尋ね

たところ16社中11社が実数を回答した。

図4を見ると，実数で月間約 3億pvと最も

多いアクセス数を提示したのがNHKである。

日本テレビは週8.000万pvという数字を出し

た。 1カ月 4週間として計算すると月 3億 2

千万pvとなりNHKを凌ぐことになるが，手元

にあるアクセス数調査ではNHKよりも下位

である。この 2局の数字は日本のメディア企

業のホームページでは上位にランクされてい

る1510 フジテレビはサイト内のページを閲覧

した実数のpvではなく，サイト内でクリック

した回数であるヒット数を用いているため直

接比較ができないが，各種アクセス数調査の

結果から月間約 2-3億pvほどではなLゆミと

推定される。テレビ朝日と並んで民放の中で

はトップ水準である。

そしてテレビ東京以外のキー局はすべての

番組のページを設けている。例えばTBSでは

2005年11月のアクセス数トップのドラマ「花

放送と通信の「融合」 その現在値を探る

より男子」のpvは月に500万と単独番組とし

ては驚異的である。担当者によれば視聴率の

高い番組はホームページのアクセス数も多い

が，他方で視聴率10%そこそとだが個性の強

い「タイガー&ドラゴン」のようなドラマも

またアクセスが多いという。 TBSではそうし

た番組は視聴者がネット利用層と重なってい

るからと分析している。

大阪の放送局ではテレビ大阪だけが月間

370万戸と実数を明かしているが，ほかの局は

非公開であるため全体の水準は不明である。

名古屋では人気の帯ドラ?を抱える東海テ

レビは東京キー局並の月間 1億pvと段突で，

しかも平均滞在l時間が20分と長い。とくに

昨年放送した「真珠夫人」は人気で，産経新

聞の全国アクセスランキングで上位に入った

のを系列のフジテレビの編成担当者が目をつ

け.BSフジの深夜枠で全国放送して知名度

をあげた。因みに名古屋の他の局は東京キー

局よりー桁少ない月間1.000-1.500万pvくら

いの水準なので， ドラ?など全国区になりう

るコンテンツがある局のホームページはアク

セスが多く，ないところは少ないという傾向

が見られる。

3. 電子掲示板・ BBSの力

1 )新たなコミュニティ

放送局の番組のページを見ていて，一際目

立つのが視聴者の声が書き込まれる電子掲示

板.BBS (Bulletin Board System)である。

このBBSの画期的なカを語ったのは2005年5

月にインタヒ、ューした大阪のラジオ局FM802

の事業開発課長・谷口純弘氏だった。

16歳から34歳をターゲットにロック専門局

として個性を打ち出すこのローカルFM局の
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ホームページへのアクセス数はトップページ

だけで月間60万pv(2005年12月現在)，全ペ

ージでは月間5，000万pvと推定され，全国の

FMラジオ局で 1，2を競う。そのアクセスの

多くが， 24時間いつでも自分の声をWEB上

に届けられ，ほとんどリアルタイムで掲載さ

れるBBSへの書き込みである。 FM802ではリ

スナーからの書き込みにDJが番組の合間に

返答を書き，そのやりとりを放送に生かすこ

とも多いという。

「それはやってみると面白いわけですよ。

ラジオ聴いていると気になってBBSを見る

わけです。誰かが見てくれるかな司応えて

くれるかなって勾すごい気にしながら聴く

し唱ホームページも見るようになって噌 30

分聴いていた人が 1時間聴くようになり唱

1時間聴いていた人が3時間聴くようにな

った。すごく熱心に聴くし唱参加意識が強

くなった。そこに入ってくる情報って結構

貴重なものがあって司たとえばあなたの近

所のおいしいラーメン屋さんを教えてとい

うと情報がざあっと入ってきたり・ ...J

(FM802事業開発課長唱谷口純弘氏

イン空ビュ 2005年5月より)

パーソナルなメディア同士のラジオとイン

ターネットの親和性の良さを感じるエピソー

ドである。一方テレビ局に対するヒアリング

でも多くの局がBBSを活用していることが分

かる。とくにドラマ番組を抱える局の場合，

BBSへの書き込みはpまや番組評価の重要な

指標になっている。

たとえば名古屋の東海テレビの看板番組，

帯ドラマの電子掲示板・ BBSには 1日に200
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音楽敢送中，ブースでBBSに書き込むDJ

FM802のBBS画面

件の書き込みがなされるごともあるという。

多くは主婦やニート系の若者など固定客だ

が，毎日のように書き込む熱心なファンに支

えられてBBSが盛り上がると番組の視聴率が

大幅に落ち込むことはないという。前述した

ドラマ「真珠夫人」の場合， BS7ジで全国

放送した後， DVDを発売したが，売れるか

どうか不安な局幹部がBBSに届いたファンの

芦に後押しされて決断した結果とL可。

番組視聴率とBBSの書き込み量の相関関係

はまだ解明されていないが，このインターネ

ット独特の双方向性によって，これまでの葉

書きや手紙などに比べはるかに迅速で気軽に

レスポンスされてくる視聴者たちの戸に，各



局の番組プロデューサーたちは耳をそばだて

ている(最近はブログ形式のBBSも現れ，ア

プローチする視聴者の利便性はさらに向上し

ている)。

TBSではプロデューサーは毎回番組放送後

BBSに目を通し，ドラマなどでは 2，3回先の

番組の筋立てに役立てることもあるという。

NHK教育テレビの「真剣10代しゃべり場」

ではBBSの書き込みから先の回のディスカッ

ションのテーマを探すこともあったという。

rl女王の教室』というドラマのアクセス

数が突然ボーンとトップに踊り出たんで

す。これは何かというと賛否両論の書き込

み。褒めているものだけじゃなくて，批判

も含めてとにかくすごい量で噌これを読ん

で楽しむという人たちも多い。それを見た

り『書き込むことで『女王の教室』という

コンテンツをより深く角虫ることになるとい

う感じだと思うんです。昔はテレビ見終わ

って家族で『ああ面白かった』って会話し

たけど，今はひょっとするとネットの上で

会話をしていたほうが会話ができるという

か，そういう時代なのかなという気もする

んです」

(日本テレビ・コンテンツ事業局次長唱土屋敏男氏

のイン空ビ斗 2005年9月より)

かつてプロデューサーとして「進め!電j皮

少年jでバラエティ番組の新境地を闘いた日

本テレビの土屋敏男氏は，インターネットの

掲示板という空間はテレビが個人視聴される

時代に人々が集う新しいコミュニティではな

いかと考えている。この電子掲示板というサ

イパースペースのコミュニティの常連である

放送と通信の「融合」ーその現在値を探る

背年の初めての恋を巡って多くの常連たちが

激励し，アドバイスし，一喜一憂し，その記

録をつづった本がベストセラーとなり， 2005 

年ドラマ，映画となって大ヒットした。「電

車男jである。テレビ局のプロデューサーた

ちは，いまここにセンサーをあわせることが

時代の共感(コモンセンス)をキャッチする

早道であることを理解している。

2 )暴走の危険

ところがこの宝箱のような電子掲示板・BBS

を最近閉鎖した局がある。名古屋テレビである。

担当者は次のように諮った。

2， 3年間やっていたが唱だんだん書き

込む人たちが限定されてきて『その人たち

だけの空間になってしまった。お互いへの

誹誇中傷も行われ司コントロールできなく

なってしまった。

今回のヒアリングでは電子掲示板が暴走す

る危険性を指摘し，それを防ぐためにとまめ

にセンサーして行きすぎた書き込みは掲載し

ないなどのコントロールの必要があると指摘

するテレビ局の担当者が多かった。同じ名古

屋の東海テレビは帯ドラマのBBSが活発だ

が，かつて行っていた担当プロデューサーに

よる書き込みを中止したという。格好のター

ゲットを得て先鋭化したファンから執劫な個

人攻撃がプロテ事ューサーに集中し，収拾がつ

かなくなったからだという。いまはプロデュ

ーサ一日記という別コーナーにして制作者か

らの発信を行っている。

読売テレビで起こったケースも深刻だっ

た。同局には「たかじんのそこまでミ言って委
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員会」というオピニオン番組があるが，その

ホームページの国民調査という名のBBSでは

「小泉首相の靖国神社参拝をどう思うか?J 

「憲法改正をどう思うか?Jといった硬派な

テーマについて意見募集を行っていた。集ま

る意見の多くは「参拝賛成JI改憲賛成Jで

あったりしたのだが，そこに明らかに外国か

らのサイバー攻撃と見られる集中が起こり，

サイトが「炎上J(停止)してしまったという。

放送局の電子掲示板も，匿名性というイン

ターネット特有のコミュニケーションに誘導

される排他性や暴力性から逃れられず，その

制御にかかるコストはけして安くはないので

ある。

4.標準装備となった動画クリップ

ブロードバンドが普及してからテレビ局の

ホームページで動画が見られることは必須条

件のようになった。多くの局が権利処理の難

しいスポーツなどを!徐いたニュースや番組

PRのVTRをストリーミング16)している。変

わり種は有料でアニメを配信しているテレビ

東京，学校放送に連動したデジタル教材のス

トリーミングをしているNHK。また大阪で

は朝日放送が甲子園の高校野球の中継をスト

リーム配信，連続優勝校の出た北海道苫小牧

地区をはじめ全国から多くのアクセスがあっ

たという。毎日放送も巨人戦以外の甲子園で

の阪神の試合を有料で「阪神タイガース

[jve ! Jとして生中継，またVOD配信もして

いる。そのほか読売テレビが過去に実験的に

オリジナルドラマを配信したり，毎日放送や

テレビ大阪，テレビ朝日がバラエティ番組の

楽屋トークをホームページでクリップにして

いる。
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だが後述するように，各局ともいま本格的

な動画配信は外部のISPを経由したブロード

バンド配信に移している。

5.ショッピングから不動産情報まで

電子掲示板 BBSの活況は，放送局のWEB

サイトが放送にはない通信の特性，双方向性

を生かす乙とで視聴者とのコミュニケーショ

ンを深め番組にフィードパックしている実態

を象徴している。 2004年度の全日視聴率で

TBSをぬき，東京キー局で第3位に躍り出た

テレビ朝日の担当者は，番組支援ツールであ

るWEBサイトやケータイサイトの活用が好成

績につながった一因であると分析している。

テレビ朝日は2003年の六本木ヒルズ新社屋へ

の移転を期に，それまでの視聴者という呼び

方をやめ「お客様」と呼ぶこととし，視聴者

センターは「お客様フロント局」に名を変え

た。デジタル時代，ネット時代には視聴者は，

ただテレビを見てもらうだけでなく，テ

レビを通じていろいろなことをやってもら

う存在 (テレビ朝日メディア戦略室)

に変わるからだという。そしてそれは事業者

サイドから見ればWEBサイトやケータイサ

イトから「客」をゲームやイベント，ショッピン

グなどお金の回るコンテンツに誘導して事業

化することに対応した認識の変化であった。

WEBサイトでのショッピングではTBSが

健闘している。テレビショッピングで紹介し

た物品をネット上で三井物産との合弁会社を

通じて販売。別立てで行う番組関連グッズの

販売と合わせると年商は10億円以上という。

今後楽天やAmazon.co.jp，CCC 17)との業務提



携が進めばこのジャンルはさらに事業規模が

膨らむであろう。

フジテレビ，テレビ東京なども類似の仕掛

けをもっ。なかでもフジテレビの子会社Dinos

は日本有数の通販売上高(年間651億円/

2004年度)を誇るが，そのうち約130億円が

インターネット経由の販売であると推定され

る18)0 (Dinosの売上全体の 6割がカタログ通

販， 4割がテレビ部門であることから，この

うち約52億円がテレビを見てインターネット

経由で注文販売されたと推定される。)

日テレは 2年前から DVDやキャラクタ一

人形など番組関連グッズをWEB上で直販し

ているが，売上はうなぎ登りで，年商 l億円

以上という。

方，大阪，名古屋の放送局ではショッピ

ングは低調である。実数を提示した中で最も

値が大きかった中部日本放送では大型ワイド

番組の中にWEB連動のショッピングコーナ

ーを作ったが，売上は年間数千万円である。

これは全国ネットで流れる東京キー局番組と

他の地域のローカル(エリア)番組がもたら

す商業圏の大きさの遠い，ブランド力の速い

もあるが，ショッピング番組の物販へのアク

セスがほとんど岡定電話経由の局もあること

から，若年に多いネット利用層を番組がキャ

ッチできていない事情もありそうだ。

そんな中でユニークな試みをしているのが

テレビ大阪である。「板東英二のGOODスマ

イルJ19)はタレントが売り出し中のマンショ

ンのモデルルームを訪問する不動産情報番組

で2002年10月から 2005年 3月まで 2年半放

送されたが，その放送枠の空き状況をホーム

ベージに付設した特別のページに掲載して，

会員登録した広告代理屈やデベロッパーだけ

放送と通信の「融合1・その現在値を採る

が見られるように設定した。モデルルーム紹

介の撮影の予約を入れたデベロッパーには番

組の広告主になってもらい，その結果マンシ

ョンが売れた場合は成功報酬をもらう。これ

で年間 2億円ほどの営業収入が得られたとい

う。これまでに紹介した視聴者むけ，いわゆ

るBtoCのサービスとは異なり BtoB，事業者

間の羽TEB利用ビジネスの例である。

6.会員制と個人情報

電子掲示板.BBS活用の成功ケースとし

て，前述した大阪FM802では羽TEBサイトに

アクセスするリスナーの会員登録を進め， 5 

年で20万人 (2005年12月現在)まで増やした。

リクエストの手続きを会員IDだけで済ませ

たり，コンサートチケットのプレゼント， CD 

などの物販がしやすいようにすることが当初

の目的だったが，その後広告代理屈・電通の

勧めもあってこの中の 5万人にメールを送

り，回答があった人5，020人を対象に好きな

音楽，ミュージシャンなどライフスタイルに

関する質問50を聞くアンケートを行った。そ

の結果， FM802のリスナーは消費性向や音楽

幡好性などライフスタイルの違いによって 7

つのクラスターに分類されることが分かり，

これを利用するとレコード会社が売り出し前

の楽曲やアーチス卜への消費者の反応を予測

するなど様々な商品のマーケティング(市場

調査)ができることが分かつた。

FM802だけでなく，ここ数年多くの放送局

が羽TEBサイト(ホームページ)で会員登録制を

作り，会員の個人情報を集めてきた。今回の

16の放送局へのヒアリングでは14社がWEBサ

イトの会員登録制がある，と答え，そのうち

12社が無料会員制， 2社がチケット販売や番
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表 2 FM802リスナーのクラス空一分類
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Z.bl% 1 

組関連楽曲ダウンロードに関わる部分だけ有

料会員制と答えた。無料の理由は多くの局が，

「課金のシステムを自前で構築するのにはコ

ストがかかるからjと答えている。

多くの放送局が無料会員の特典としては番

組宣伝のメールマガジン配信，番組収録の観

覧，映画試写会への招待などの視聴者サービ

スを行っている。実数を示した局で最も会員

数が多いのはTBSの10数万人，日本テレビの

10万人。大阪は唯一実数を示したテレビ大阪

がl万人ほど。サービスの変わり種としては

テレビ朝日の，ドラマに登場するキャラクタ

ーからのメール配信。目的は総じて番組広報，

ファンサービスの域を出ていない。

そんな中，今年名古屋の二つの放送局がと

もに最大15万人もいた会員を 1，2万人にま

で削減した。東海テレビは2005年4月の個人
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図5 放送局ホームベージの会員登録

り
社
瑞

あ

H
杭

n=16 

情報保護法施行以後に会員特典を使っていな

い会員を棚卸しし， 1万人に落とした。名古

屋テレビも同様に幽霊会員を整理して 2万人

に削減した。東海テレビの担当者は会員削減

の理由を「個人情報が間違えて漏洩すれば，

お詫びに一人500円の商品券を配ることにな

るが，それに見合うほどの儲けが会員の個人

情報からは得られなLリと語った。名古屋テ

レビもいまはメールアドレス以外の個人情報

はとらない。マーケテイングやアンケートは

自分でやらずに外注することにした。

結局ほとんどの放送局が 2，3年前のよう

には個人情報を集めなくなり，集めてもメー

ルアドレス，氏名，性別，生年月日までで，

職業，趣味などは随意 (TBS)とされるよう

になった。個人情報漏洩のリスキーなイメー

ジが拡大する中で会員制の魅力が霞んできた

のである。

ただしNHKのオンラインメンバーズは無

料だがかなり細かく個人情報を集め，登録者

の好みに応じた番組案内をホームページにデ

ィスプレイし，またメールで配信する。日本

テレビもVOD配信サイト「第 2日本テレビJ

では会員登録時に多くの個人情報をとってい



る。ともに今後の事業展開にとって個人情報

が重要な役割を果たすと考えているからであ

る。

7.ネット広告の未来

インターネットの各サイトに張り付いた広

告をパナーと呼ぶが，その広告料の総計が去

年1，800億円をこえて，ラジオの広告料収入を

上回ったことは前述した。だがそのほとんど

が 日で40億pvという桁違いのアクセス数を

言寄るYahoo! BBやMSNなどごく一部のポー

タルサイトに集中し，放送局のWEBサイト

の広告料収入はいまだ本業である地上波番組

の広告料収入(全民放で約 2兆4，000億円/

2004年)の 1%にも遠く満たない水準である。

とくに名古屋では地上波の広告とのタイア

ップで年間5，000万円のパナ一広告料を稼ぐ

中京テレビ以外はほとんどゼロに近い。大阪

では関西テレビがWEBで年間 5，日千万円，

ケータイサイトと合わせると l億円以上にな

るのが目立つ程度で，他社は「放送広告のお

まけ」程度と口をそろえる。そこには，

下手に他企業のパナ一広告をとって本業

の放送広告主の不興を買うのは損だ。

(中部日本放送など)

という守りの姿勢が見える。それほどに現行

の地上波放送のスポット広告はありがたいビ

ジネスなのである。

それに比べて東京キー局の姿勢は前向きで

ある。今回のヒアリングでフジテレビ，日本

テレビ， TBSの3社が年間に億円単位のネッ

ト広告収入があることを認めた。このうち

TBSは年間 2，3億円と具体的な数字を示し，

放送と通信の[融合J.その現在値を探る

今後は当面10億円まで増やすことを目標にし

ていると語った。楽天と和解して株買収と統

合提案が凍結される以前のヒアリングだった

が，むしろ情報公開によってネット関連事業

に積極的な姿勢を示そうとする社の方針を感

じた。

TBSでは「水戸黄門」や「世界遺産jなど

l社提供枠の番組ではホームページのパナ一

広告も番組スポンサーに提供してもらい，逆

に数社枠の番組の場合は番組スポンサーでは

ない企業にもハナ一広告を出してもらうとい

つ。

日本テレビはアクセス数で単価が決まるパ

ナ一広告は放送局のWEBサイトではこの先

はそうは伸びないと見ている。ただしVOD

配信サイト「第2日本テレビ」が行っている

動画CMは別で，登録時に集めた個人情報や

ログ初)に残された視聴パターンの分析によ

って，会員属性に応じたCM配信「ターゲテ

イング広告」が可能になるという。たとえば

トヨタ自動車のCMならば年収1，000万円をと

える人には高級車「レクサスjのCMを，

500万円以下の人には小型車「ヴィッツ」の

CMを配信することで効率が上がり付加価値

が増して広告需要が伸びるはず，というので

ある。この方式はアメリカのメディアではニ

ューズ・コーポレーションなどが早くから取

り入れており，日本でもUSENの無料「放送J
GyaOが2005年11月から開始した。

黄金の経営基盤といわれる放送広告は盤石

が故に，そればかりに頼らずに放送外収入を

のばす動機を民放経営陣に与えないできた。

果たしてネット広告はインターネット特有の

双方向性を用いた情報収集により得られる付

加価値で，新たな黄金商品と呼ばれるように
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なるのか? そうした新たな広告の開発に日

本の放送事業者やカウンターパートである大

手広告代理屈は先鞭をつけられるのか? 通

信事業者はじめ多くの他業種の関係者から注

目さオ1ている。

⑬ NHけンーい

1.総務省のガイドライン

これまで主として民間放送局のWEBサイ

ト(ホームページ)への取り組みの実態を見

てきた。そこにはあくまで本業である放送事

業の補完業務を主としながらも，条件に応じ

て可能な限り積極的にビジネスを展開しよう

とする各社の姿勢が反映されていた。

しかし放送局の中でWEBサイトへのアク

セス数が最も多い公共放送NHKの場合，事

情は複雑である。

NHKの場合， 1995年10月に実験として立

ち上げたホームページを2000年 1月に民放の

周回遅れと言われながらも特プロ化し，てこ

入れしてきた。今日，公共放送として求めら

れる情報開示やコンプライアンスなどの広報

機能，ほぼすべての番組の専用ページを配し

た番組宣伝機能，電子掲示板・ BBSなど視聴

者の意見感想を求める機能が完備されてい

る。この先はインターネットを使って受信料

契約や集金をする「営業」活動もしていきた

LミとLミう 21)。

ただし， NHKの担当者がWEBサイトに期

待するもう一つの機能である番組流通機能に

ついては足かせがつけられている。 WEBサイ

28 

トが特プロ化した2000年12月， NHKはWEB

サイトでニュースを配信するニュースオンラ

インを始めるが，この時同様なサービスを開

始していた民放，新聞各社から「公共放送に

よる民業圧迫」との抗議を受けた。 NHKは

この時 iNHK対民放， NHK対新聞という構

図ではなく， NHKが進むことで日本のITそ

のものの底上げになる」と主張したが理解は

得られなかった。結局総務省が放送法が定め

るNHKの「附帯業務J(第 9条 2項2号)の

解釈指針として[放送の補完として行うイン

ターネット利用のガイドラインjを示し，提

供する情報の形態を「番組の二次利用」と

「番組関連情報」とし，期闘を番組終了後 1

週間程度に限定することで決着した。そして

この時， NHKがインターネット利用に使える

予算は上限で年間10億円までとされた。

その他， NHKの場合，直接物販は営めない

ので物販サイトはない。ただしNHKオンライ

ンから但し書きのついた「のれんJ22) 1枚を

挟んでつながるNHKエンタープライズやNHK

情報ネットワークのサイトでは番組のDVDや

キャラクターグッズの販売が行われている。

2.会員制システムのこれから

無料会員制であるNHKオンラインメンバー

ズは登録時に詳細な個人情報を収集する。氏

名，生年月日，郵便番号，都道府県，住所，

メールアドレス，電話番号2種類のほかに随

意で性別と携帯電話番号，ケータイメールア

ドレスを求められる。会員規約によればNHK

はこの個人情報を番組広報や視聴者意向調査，

放送受信契約の促進，ニュースなど報道，番

組の取材・制作，統計データ作成などに用い

るとL寸。会員にとっての特典は予め登録し



た好みのジャンルの番組を紹介するメールマ

ガジンが配信されること，デジタル放送で行

う双方向番組に参加できることなど。

NHKの担当者の 部の聞にはこの会員制シ

ステムを使って，将来有料サービスを展開す

る構想や受信料支払者への特典サービスとす

る考え方もある。その中にはこれまで100億円

を投じて整備してきたNHKアーカイブスの

約170万本の過去の番組やニュース映像を

WEB上で有料で見せる仕組みも組み込まれ

ているという。ただしこれは総務省の定めた

ガイドラインを踏み越えるため，総務省や利

害関係者との新たな合意と制度的変更が行わ

れることが前提となる。

fÞ~空か5峨降ってくる!J 
~ケータイは融合jの小さな大エース

1.ケータイが稼ぎ頭の理由

「まるで空から小銭が降ってくるようだ」。

その時，テレビ朝日のネット関連業務の中

枢部，デジタルコンテンツセンター (DCC)の

所長はそうつぶやいた。わずか 5分前， r番
組内告知J23)が行われ，テレビ朝日ケータイ

サイトにアクセスすれば話題の「青木さやか

のドッキリ写真」の待ち受け画面がゲットで

きると告げたばかりだが，いきなりアクセス

が集中，月280円を払って有料会員になる希

望者が次々とクリックすることで届く信号音

がひっきりなしで，まるで小銭が豪雨のごと

く降ってきて地面にたたきつけられる音のよ

うに聞こえたというのである。

今回の放送事業者へのヒアリングて、はっき

放送と通信の「融合」・その現在値を探る

りしたのは，ほぼすべての局がネット関連業

務の中で，ケータイ，すなわち携帯電話のイ

ンターネットサイトを使ったサービスが最も

有力で現実的な事業と考えていることである。

理由は第 lにケータイはいまや契約数が全

国で8，000万をこえ，テレビに次ぐ巨大媒体と

なったこと。第 2にNτTドコモ， KDDI，ボ

ーダフォンのいわゆる 3キャリアがもっ通話

料の課金システムを使ってコンテンツ提供の

代金としての情報料が徴収できるので，放送

局は苦手な代金の徴収に苦しまないこと。

そして何よりもWEBとはー桁遠う登録会

員の数である。

2.東京キー局の活況

回答をもらった中で会員数が最多なのはフ

ジテレビの130万人。フジは番組ごとに別れ

たサイトでの個別の登録制だが，人気のドラ

マやバラエティ番組の情報を求め，あるいは

着うた@24) 着メロをダウンロードするため

に10代， 20代が集まる。会員には番組宣伝の

メールマガジンが送られ，映画試写会などイ

ベントへの招待があたるクイズや抽選にも参

加できる。 1カ月200-300円(番組サイトに

より値段は異なる)の課金だけで年間30億円

近い収入があるという。ただし収入の伸び率

は2003年から 2004年にかけては対前年比

100%増，つまり 2倍に膨れあがったが， 2004 

年から2005年は20%の伸び率に鈍化した。担

当者は「そろそろ頭うちIと感じている。

他の東京キー局はテレビ東京(テレ東モパ

イル10万人，アニメ 15万人)を除いて，事業

ノfートナーであるキャリアへの遠慮を理由に

実数を明かさないが，日本テレビ，テレビ朝

日， TBSはいずれも有料サイトの会員数は50
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図6 各局の有料ケ-11イサイト会員数
万人

130イロ
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8C 

一100万人と推定される。収入も非公開だが，

課金額はどとも月に100-300円の聞であるこ

とから，年間10億から20億円の聞と推定され

る。

会員へのサービスは着メロ，着うた@待

ち受け画面のダウンロードなど，どこも似た

りょったりである。その中でTBSの担当者の

発言が印象に残った。

着メロや着うた@は今や飲食産業などの

サイトの客引き用に『無料で配信されてい

る。有料コンテンツとしてはもう古い。

2004年に登場し，わずか 1年で'400億円市

場に成長したケータイの必須アイテム，着う

た@がもう古いというのである。ケータイサ

イトは有料といっても課金は月にわずか200

円程度。好きなアーチストの新曲や新番組の

主題歌が配信されるその瞬間だけ会員登録

し，ダウンロードが済めばサヨナラする会員

が多いという。まして無料で手に入るのなら

30 

ばそちらに流れてゆく。デジタルコンテンツ

の流行はそんな利那的な消費性向と隣り合っ

ている。

ケータイコンテンツの開発で東京キー局 5

社と業務提携しているインデックス専務取締

役の渡辺和俊氏は，テレビ局のケータイコン

テンツ開発に苦言を呈している。

「これまでテレビ局のサイトでヒットした

ものといったら，着メロとか待ち受け画面

とか唱街中でネ女として使えるようなもの司

たとえば着メ口が鳴ると『わあ‘あれじゃ

ん q というように司言者のネ空として{直え

るものが多かったと思います。それならば

これまでの携帯のサイトと同じにすぎない

のであって司本当にテレビの公式サイトだ

から必要なのかどうかは見えていない。テ

レビ局側も唱ネット上で必要とされるこー

スεに合わせて番組を作っていないし，我々

も提案できていない。そういう番組づくり

では足りない部分がいっぱいあると思うん

ですよ。」

(インデックス専務，渡辺和俊氏の

イン11ヒ、ュ- 2005年8月より)

3. ワンセクをにらみ動く各局

東京キー局に比べると，大阪，名古屋の放

送局の有料ケータイサイトの登録会員数は概

ね l桁から 2桁少ない。それでも各局は阪神

タイガース情報(朝日放送)や番組で紹介し

た料理のレシピ，女子アナ直筆の年賀状が届

く抽選(関西テレビ)など地域性や生活感覚

を生かしたコンテンツを開発している。

そして今回のヒアリングを通じて印象的だ

ったのは， 2006年4月に始まる地上デジタル



放送のケータイむけワンセグ放送を前に，各

局が様々な実験を始めていたことである。

1 )データ放送

東京，大阪，名古屋の多くの局が2006年4

月スター卜のサイマル放送では， 1次リンク

となるデータ放送の開発を主要課題にあげて

いる。ローカル局の場合，キー局の番組放送

中でも番組非連動でローカルニュースや天気

予報，生活情報などを打ちだすところも多い。

もちろん，

見せるときは(テレビを)見せて，引っ

張るときは(サイトに)引っ張る

(名古屋テレビ)

というように，民放各社の担当者の関心は，

1次リンクであるデータ放送を接着点にケー

タイのインターネットサイトに誘って，有料

サービスの利用を促進するところにある。

しかし，いまだに地デジTVチューナー付

きケータイがどのくらい普及するか先が見え

ないため， I成り行きを見てからj という様

子見の姿勢も目立つた。

2 )ケ一空イにおける動画視聴性向を読む

そんな中でサイマル後の独自編成まで射程

にいれた実験をする局もある。

テレビ愛知は2005年10月に日曜深夜枠で放

送開始した台湾製のラフやコメディ「ラヴ デ

ィクショナリー」をケータイにも動画配信し

ている。地上波の本編は22分番組だがケータ

イでは11分X2回にわけ，さらに 3分のダイ

ジェスト版も配信する。韓国ドラマのヒット

に刺激され，安価で著作権処理が容易なアジ

放送と通信の「融合J'その現在値を探る

ア製のコンテンツを探して行き着いた企画だ

が，狙いは視聴時間やアクセスの多い時間帯

などケータイでの動画視聴の傾向を調べ，将

来ワンセグ放送とケータイサイトの連動に生

かすことだという。ただし現在，動画はNTT
ドコモ東海との提携でFOMAのテレビ電話で

伝送するため 1分50円の通話料がかかり，企

画がブレイクするには障害となっている。

関西で最も早く動画コンテンツ開発に取り

組んできた読売テレビも， FMのディスクジ

ョッキーを主人公にした音楽プロモーション

ビデオのような番組やアニメなど15分の長さ

のコンテンツをメモリカードに入れ，動画再

生機能のあるケータイとともに20人のモニタ

ーに貸し出し，視聴後にアンケートを採って

いる。ケータイのプライムタイムは何時か，

キラーコンテンツは何か，探っているのであ

る。

3) Iケータイをもって大型テレビを見ょうリ

~Wウインドウで双方向性を生かす

ワンセグのデ タ放送によってはじめて

「上りJの通信回線がついたテレビが誕生

する (テレビ愛知)

ワンセグではじめてテレビと通信が一体

イヒする (テレビ朝日)

双方向性はデジタル放送のセールスポイン

トだったが，双方向機能を生かしたクイズな

ど視聴者参加型の番組はとれまで受難の道を

たどったお)0 BSデジタル放送やこれまでの

地上デジタル放送ではテレビにインターネッ

ト回線を結線する視聴者が少なく，反応に乏

しかったのである。その意味で元々通信機器
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であるケータイ(電話)でテレビが見られる

ようになり，しかもデータ放送でもインター

ネット経由でも，もちろん電話でも放送局に

アクセスできるシステムの誕生を歓迎する声

は強い。「端末における放送と通信の融合が

実現する」という声もある。

大阪の毎日放送では2005年3月， PC，ケ

ータイ，地デジのデータ放送から視聴者が投

票行動する特別番組「国民のルール」を放送

したが，のべ4万人の参加のほとんどがケー

タイからのアクセスだったという。担当者は

これでワンセグ放送が始まれば，番組は大画

面のテレビで見て， Wウインドウでケータイ

でも番組を見ながらその l次リンク(データ

放送)を使って投票に参加する乙とが主流に

なると見ている。

名古屋の東海テレビも視聴者が参加するク

イズ特番を毎年放送しているが， 2006年から

はワンセグのデータ放送を上り回線に使って

回答する視聴者が培えると予想する。

こうしたWウインドウでのケータイ利用を

本命視する見方はキー局のテレビ朝日や日本

テレビにも共通している。視聴者が自分のIQ

測定に参加するテレビ朝日の特別番組[テス

ト・ザ・ネイションjは2005年11月の放送で参

加者が110万人に達した。テレビ朝日はWウ

インドウでケータイのデータ放送を使うトラ

イアル番組を2006年4月のワンセグ放送開始

時の編成に盛り込むという。そしてNHKも

2005年大晦日の紅白歌合戦の生放送に，予め

募集したケータイ審査員 1万人が参加した。

此処に至って，ケータイという小さなツー

ルの中で，端末としての「融合」に加えてコ

ンテンツ制作においても 1 放送と通信は「融

合」ないし「連携」し始めたことになる。

32 

@番組仇-…臨
~動き出した伝送路の「融合」

， .慎重だった放送事業者

2005年12月，竹中平蔵総務大臣はNHK改革

と「放送と通信の融合Jについての有識者懇

談会を立ち上げることを伝えた記者会見で，

「なぜインターネットでテレビ放送を，見られ

ないのか?Jと素朴な疑問を提示した。番組

のネット配信がなかなか進まない現状を指摘

したのである。

ライブドアも楽天もそうであったように，

放送業界にアプローチするネット企業にとっ

ての放送と通信の[融合」とは，ほとんどの

場合放送局の制作する地上波の人気番組が自

分たちの運営するポータルサイトを通じてネ

ットに配信されることを意味するお)。

マルチメディア時代といわれて久しいが，

たった一度の放送で1，000万， 2，000万の視聴

者にリーチする集客力をもつのは依然として

地上波テレビをおいてない。「場」の商売で

あるネット企業は，そのテレビ番組が見られ

ることで自社のポークルサイトの集客力が格

段に上がることを期待するのである。と同時

に彼らは，そのことがテレビ局にとっての利

益にも叶うと主張する。

「一つ一つの番組の価値を生涯化するの

が我々の役目です。ブ口 ドバンドでの 2

次使用も含めて全部の価値を総合したのが

番組の生涯価値であって，それを高めるに

は前倒しして露出することが必要です。現

在価値の高まったものを我々がいただくの

はWinWin(相互利益)の関係になる，パ



  

イが大きくなれば必ず取り分は大きくな

る。だからネァトという補完的機能をうま

く活用していけば地上波テレビには相当な

宋来が待っていると思います。なぜかとい

えばこれだけのものを作って一日中流すと

いうコンテンツの継続的な送出力はほかの

企業体には存在していないからです。J
(ソフトパンヲ・ブロードメディア代表取締役司

橋本太郎氏のイン空ビュ 2005年6月より)

こうしたネソト企業からのラブコールにも

かかわらず，これまで日本の放送局はインタ

ーネットに番組を流すことに消極的であっ

た。その車ljきの鈍さがネット企業をいらだた

せ，ライブドアや楽天を強硬策に向かわせた

という指摘すらある27)。

ではなぜ，放送局は番組のネット配信に慎

重なのか?その第 1の理由はインターネッ

トでは配信された番組が違法にコピーされて

出回るなど著作権が保護されない危険性があ

ること。デジタルでは映像はコピーを重ねて

も劣化しにくいため，違法コピーが市場に蔓

延すれば著作権者が得られるはずの利益が損

なわれる。現に静止画では日本のタレントの

写真がネットに載った翌日に台湾などでTシ

ャツにプリントされ市場で売られることもし

ばしばあったという。第 2はインターネット

配信にあたっての番組の権利処理が複雑なこ

と。日本の著作権法はテレビ番組の権利者と

して著作者，実演家，レコード製作者，放送

事業者 有線放送事業者の権利を定めてお

り，放送局は番組制作と放送にあたりこれら

の権利者の許諾や権利使用料を支払う必要が

ある。しかしこれまで放送事業者は番組のイ

ンターネットへの配信についてはこうした権

放送と通信の「融合」 その現在値を探る

利処理を行ってこなかった。そのため過去の

番組が数多くあってもすぐにインターネット

に流すことはできな1'，今後権利処理を行う

にしても日本の著作権法はインターネットへ

の配信は放送とは異なる自動公衆送信と位置

づけているため，放送事業者には免除されて

いた放送の際の実演家の許諾や市販CDの楽

曲使用の許諾などがすべて必要になり，手間

と時間がかかる。とくに権利者の種類と数が

多いドラマにおいては深刻で，膨大な1時間と

コストがかかることになる。おまけに人気タ

レントを多く抱えるプロダクションの中には

断固としてネット配信を許諾しない事務所も

ある。フジテレビなどの人気ドラマがなかな

かネットで見られない最大の要因は乙とにあ

るお)。

第 3の理由は巷閑いわれる通り，番組の視

聴が放送とインターネットに分かれることで

本放送の視聴率が下がり，しいては広告料収

入に影響するのではないかという懸念である。

そして第 4の理由としては，フジテレビ，

TBS，テレビ朝日のキー局3社が2002年にブ

ロードノ1ンドへの番組配信会社[トレソーラ」

を立ち上げ， 2回にわたり各局の過去のヒッ

ト番組を持ち寄ってVOD配信の実証実験を

したが，契約はのびず，反対にコストは収入

の6倍から 10倍かかり事業化は時期尚早と判

断されたことが上げられる。

しかし放送事業者にとってのこうした懸念

材料は少しずつ改善されていった。まずこと

数年で配信されたコンテンツが不正にコピー

されたり，流通することを防止する手段DRM

(Digital Rights Managementデジタル著作権

管理)が発達した。映像や音をリアルタイム

で再生するストリーミングを行っても受信者
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の手元にはコンテンツが残らない技術が発

達，またダウンロードした場合でもそれがパ

ソコンから外へ持ち出せないなどの制御がな

されるようになった。

権利処理についても2003年から続けられて

きた民放連などで構成される利用者団体協議

会と文雲家協会やJASRACなど権利 6団体の

協議が2005年3月合意に至り，拘束力はなく

1年間の暫定だが，各団体ごとにネット配信

により受け取る権利料率が定められた29)。

そしてこうした措置が経団連の肝入りで進

められたのは，放送と通信の「融合」の加速

を求める通信事業者，ネット企業は言うに及

ばず，2003年から内閣府に知的財産戦略本部却)

を設けてコンテンツの流通促進による市場拡

大を計る政府の意向が背景にあったからと言

われる。

2. NHKとフジテレビの場合

そんな中で2005年 7月，まずNHKが，一

部番組をISPIこ提供しISPがネットに配信する

ことを発表した。 NHKは前年からソフトパン

クグルーフ。のYahoo! BBや， NTI系のOCN，

4th MEDIA， f① DI光プラスTV，J:COMブロ

ードバンドの 5社 7事業者と契約して実験的

に配信してきたが，今回関連会社のNHKエ

ンクープライズが権利処理を済ませた iNHK

スベシャJレJiプロジェクトXJなどのドキュ

メンタリーや教育番組のべ100本を，上記の

ISPにNEOインデックスを加えた6社に， VOD 

(ビテeオオン・テ@マンド)コンテンツとして

提供した。

NHKはこの時点では著作権保護が最も手

堅いSfB (Set Top Box) 31)を経由してテレビ

へ配信をするISPを選んでいた。しかし最近

34 

パソコンのDRMがしっかりしてきたため，

不正コピー防止などの検証実験をした後に

2006年春にはPC向け配信事業に提供する予

定である。

フジテレビも同じ2005年 7月からISP経由

で番組の配信を始めた。 ISPはSfBを通して

テレビで視聴する配信はOCN，オンデマン

ドTV，NextensiveVOD， BBTV， @n助 TVと

4 thMEDIA系の 4プロノTイダーなど 9事業

者。パソコンでの視聴はSo-net，Biglobe，ス

カパ-!BBなど 7フ。ロパイダーである。各プ

ロパイダーのポータル中に動画配信サービス

「フジテレヒ、OnDemandJとして設定され，

フジテレビのホームページにあるリンクから

クリックひとつでつながる。ただし配信され

ている番組はおお年12月時点では「バレーボ

ール女子VリーグHさらば，愛しきプロ野球

・…H温泉へ行こう!JなどすべてCS(フ

ジテレビ721・739)の番組である。 2006年1

月からは「報道2001Jが地上波の報道番組と

しては初めてブロードバンド配信され始めた

とはいえ， 2年連続で年問視聴率三冠王を獲

るなどテレビ界で最も人気の高いコンテンツ

を抱えるフジテレビにしては寂しL、
乙うしたISP経由での番組のブロードバン

ド配信により放送局に入る収入は公表されて

いないが，ごくわずかといわれる。基本料プ

ラス視聴ログにより割り出されたアクセス数

に応じた出来高が支払われるが，どのISPも

契約者数がまだ数万人のレベルなので収入は

小さ L当。 2003年の実験段階に売り切りで100

本卸したNHKの場合でも数百万円程度で'

権利処理など商品化にかかるコストを考える

といまのと乙ろ上等なビジネスとはいえな

い。とくにドラマやバラエティ番組のDVD



  

販売や映画への展開などで年間700億円以上

の放送外収入のあるフジテレビにとっては本

腰を入れる段階ではなく， NITなど通信業界

や経済界からの再三の要請に応えるため，ま

た将来の可能性を考えて着手した，というの

が本音であろう。

3.攻勢に転じたTBS

TBSは楽天に株式を買収されて以後，矢継

ぎ早に番組のブロードノTンド配信に関わる施

策を公表した。 iTBSBooBo BOXJの名前

で11月1日からのべ16のISP(うちPC視聴む

け10社， STB経由テレビ視聴向け 6社)にド

ラマ，映画，音楽番組， ドキュメンタリー，

教養番組など100本以上，のべ60時間以上を

配信開企台した。このスタイルは「トレソーラ」

で実験を共にしたフジテレビとほぼ同じであ

る。遠いはBSーiの番組ではあるが，ドラマが

ネット配信されたこと担)。あらかじめ制作段

階でネット配信の権利処理を済ませたのであ

る。 τ'BSはその後，やはりBS-jて、2006年 l月

に放送するサッカービジネスの歴史をたどる

ドキュメンタリー全 6話を，放送翌日から

Yahoo ! BBのスポーツ情報サイトに配信する

ととを発表した。番組スポンサーがインター

ネットにも動画広告を出すという。

これに電通を要に他の民放各社との聞で模

索するコンテンツ流通のインクーフェイスづ

くり 33)や721万人の会員をもっTSUTAYA

onlineにCC) との連携も加えると，楽天と

経営統合する提案を退け，多くの通信事業者

と目的に応じて連携しながら多角的にブロー

ドバンド展開を計るTBSの姿がくっきりと見

えてくる。また矢継ぎ早の連携発表には，

iTBSは経営努力を怠っている」という楽天

放送と通信の「融合」・その現在値を探る

側の批判をかわす狙いもあったと考えられる。

4. 自前でVOD配信する日本テレビ

放送局のブロードバンド展開で， 2005年に

最も注目を集めたのは日本テレビである。 10

月28日，自前で立ち上げたVOD配信サイト

「第 2日本テレビ」が「開局」したのである。

フジテレビやTBSは「トレソーラ」の経験か

ら， DRM (デジタル著作権管理)まで完備し

た配信サイトを維持管理するのは事業規模に

比べてコストがかかりすぎると考え，自前の

サイトではなくプロのISPの手に配信を委ね

た。また自前で配信すると有料コンテンツの

諜金システムも作らなくてはならな1'0 もと

もとスポンサーからの広告料収入を柱にした

無料放送で，視聴者からお金を集める業務に

慣れていない民放各社にとってこの課金の仕

組みづくりと実行は重荷であった。それに対

して日本テレビの自前でのネット配信は1990

年代からプロレスの動画配信をし，フォア・

キャストやビーパッドというネット関連業務

の子会社を育てるなど技術的下地があったと

はいえ，業界を驚かせる大胆な新分野進出で

あった。

そしてその編成責任者に抜擢されたのは

1990年代「進め!電波少年J34)のプロデュー

サーとしてバラエティ番組に新しい境地を開

いた土屋敏男氏だった。土屋氏は他の民放3

社による「トレソーラ」実験が失敗した原因

は，テレビで高視聴率をとった有力なコンテ

ンツであるととを過信して，番組をまるまる

流したことにあったと考えている。リラック

スしながら長時間見られるテレビと遠いパソ

コンで見るコンテンツの適正な長さは3分か

ら15分の問で，すでに満杯に近い生活時間の
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中にちょっとした隙聞を見つけて利用しても

らうのだという。

「お風呂に入るまでの何分であるとか司

お風呂上がって髪の毛が乾くまで何分ある

とか，そういう時間でいいんじゃないかと

思うんです。 1時間という単位は唱何かの

感情を一つ手に入れるためには長すぎる。

例えば『ひょうきん族Jお)を夜12日寺から見

ましようとか唱 11時半から見ましようとい

うと結構重い気がするんです。そうじゃな

くて唱ひと笑いしたし¥ひと泣きしたい哩

ひとつあったかい気持ちになりたいんだと

いうことってニーズとして多分あると思う

んです。ネットというのはそういう意昧で

自分の空イミングで“使う"ということだ

と思うんです。 VOD司ビデオ・オン・デマ

ンドと言われたときに，それは“なりたい

感情になれる"ということのために使える

んだなという気がしました。」

(日本テレビ・コンテンツ事業局次長，土屋敏男氏

のイン空ビュー 2005年9月より)

土屋氏はコンテンツを右から左に流すだけ

のネット企業と遣い，番組を通して視聴者の

喜怒哀楽を刺激してきたテレビ制作者の原点、

を大切に， VODならではの表現を追求すると

いう。そして番組が放送後もネット上でお金

を稼ぐようになれば，たった一度の放送で高

い視聴率を上げようとするあまり，誰にでも

好かれるような内容に平均化してしまった地

上波の番組に広告料以外の収入源をもたらす

ことになり，先鋭で独創的な番組づくりもで

きるようになると考えている。ネットへの展

開で本体の地上波番組が変わることを夢見て

36 

いるのである。

第2日本テレビは無料会員制で登録会員数

は2006年 l月31日現在で17万 5千人。これま

でのところ記者会見などをノーカットで流す

「こちら第 2日本テレビ報道部」など無料の

コンテンツに人気が集まるが，一方で出演者

が少ないためいち早く権利処理が済んだ「電

波少年jのクリップや世界の映画祭で入賞し

た短編映画などを 9円から99円の視聴料を取

って見せている。しかし，こうした一部の有

料コンテンツからの収入はあるものの，どこ

まで稼げるかは不明で、'実際はトヨタ， NEC 

といった大企業のCM広告料に支えられてい

る。第 2日本テレビでは2006年3月頃から会

員の登録した個人データと，視聴ログをもと

に会員属性別CM(ターゲテイング広告)を始

めるとしており，日本テレビはそこを新しい

ネット広告の実験場として活用しようとして

Lミる。

ふ 1次利用はネット， 2次利用が地上波

~読売テレビの逆転の発想

大阪の読売テレビは2000年からネットへの

動画配信を始め， 2002年 3月には25分のイン

ターネットドラマ 13月のメールjを制作，

その費用をリクープ(取り戻す)するため 2

次利用としてDVDを発売した。無名の役者ば

かりの番組にもかかわらず，この実験では数

万ストリームを記録，ドラマ木編だけでなく，

メイキング映像やスタップ裏話，シナリオな

どもコンテンツとして配信し，好評だった。

この時読売テレビのネット展開の担当者はイ

ンターネットでは周辺コンテンツも本編と同

格の価値をもつため放送よりずっと豊かに素

材が利用できることを発見したという 36)。



そしてこのドラマの成功で「二次利用とし

てのインターネット配信が権利処理上難しい

のであれば，一次利用をインターネット配信

にし，二次利用で放送やパッケージにする」

という逆転の発想が生まれた。 2004年から

2005年にかけ読売テレビはブロードバンド

(ISP経由)，地上波放送， DVDパッケージな

どのマルチユースコンテンツを次々と制作す

る。ドラマ「モリノキオクJIヲ|っ越しの日

に出会ったHミンティエンジェンH駄目な

り!Jなど。深夜枠で放送した翌朝からDVD
のレンタルを始めたこともあったという。

改めて考えるならば，インヲーネットと

は単なるコンテンツの搬送経路のひとつに

すぎない。コンテンツビジネスとして収益

性を考えるならば，全てのコンテンツ使用

を通じて利益が出せればいいのであって，

f可もイン空ーネットだけにこだわることも

ない。放送局にとって本当に大切なことは，

マルチユースが可能な司マルチユースに耐

えうるコンテンツを告別干することであり司

その制作能力を維持することなのだ。

(月刊中央通信・ ADビジネス2005年9月号

「読売テレビと動画コンテンツJより)

このコンテンツマルチユースという考え方

は進化するとウインドウ戦略と呼ばれる。ア

メリカでは1990年代から放送局の所有規制の

緩和の中でタイムワーナーやパイアコム，デ

ィズニーのように，ハリウッドの映画会社と

ケーブルテレビ，地上波放送局，出版社，ネ

ット企業などが一つの傘下に収まる巨大メデ

ィア企業が誕生した。そうした企業の中で制

作されたコンテンツから最大の利益を引き出

放送と通信の「融合Jその現在値を探る

すように流通させる戦略をたてるのがウイン

ドウ戦略である。たとえば，映画ならインタ

ーネソトやケーブルテレビで予告編を見せて

から劇場上映，次にビデオやDVD販売，そ

の後有料のケーブルテレビに続いて無料の地

上波での本編放送・・・などが常套である。ア

メリカでは映画からテレビ番組に至るまで映

像コンテンツの制作と著作権はハリウッドの

映画会社が握っているため，その流通を支配

するウインドウ戦略の中枢はハリウッドであ

る37)。

日本の場合，最も集客力のある地上波番組

のコンテンツを支配しているのは放送局であ

る。そしてマルチユースにせよウインドウ戦

略にせよ，映像コンテンツとしての番組に魅

力がなければ砂上の楼閣となる。大阪で早く

から伝送路の[融合jを追求してきた放送局

がたどり着いた結論が「コンテンツ力」であ

った点が興味深い。

明日変革…れる放送
-i融合」にむかう潮流の中で

1 .放送局のネット関連事業の限界

ここまでは「融合」という言葉を嫌いなが

らも，自ら生み出すコンテンツとそのブラン

ド力を核にインターネットの力を使って新し

い表現やビジネスの展開を計る放送局のチャ

レンジを見てきた。

だがWEBサイト，ケータイ， VODと多彩な

ネット戦略を展開しながらも，放送局がそこ

から稼いでいる収入は，推定で約80億円と段

突のフジテレビを除くと最も有力な東京キー
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局でも20億円と30億円の間ほどである。放送

広告料収入の 1%にも満たないお)。もちろん

インターネット上に構えたポータルサイトに

ニュース，生活・娯楽情報，金融，証券，物

販，商取引などあらゆる営みを飲み込んで展

開するネット企業の事業規模 (2004年度連結

決算でYahoo!が1，000億円，楽天450億円な

ど)にも及ばない。「コンテンツ事業局JIメ

ディア戦略室JIデジタル推進部」など名称

は各局で異なるものの，最大で130人(フジ

テレビ)から20人くらいの間の人員で業務を

となすネット関連部門の諸経費(サーバー維

持費や外部要員の人件費)は収入とほぼ同じ

程度かかるため利益は少ない。放送局のネッ

ト関連業務は事業化を討っているとはいえ，

いまだに番組宣伝や企業広報，視聴者サービ

スなど放送の補完業務の域を出ていないので

ある。

こうした現状を外から眺めながら通信事業

者たちは，他に例を見ない強力な集客力をも

っコンテンツを巾U1'Fしながら，インターネソ

トを通じたビジネスでは出遅れている放送事

業者の姿勢を語る。

「放送局はこの自由競争の時代にいまだに

免許制という新規参入者を阻む障壁に守られ

ている。その中で十分過ぎるほどの放送広告

料収入を得て経営が安定しているために新事

業に消極的なのだ。」

この l年でそう考える事業者や一般市民が

増えたこともまた事実である羽)。

しかし，その一方でこの l年放送事業者の

中に，以前にまして積極的にインターネット

との連携を模索して新しいサービスを生み出

し，事業規模を拡大しようとする動きが加速

したのも事実である。その典型は楽天に経営

38 

統合を迫られたTBSo 2005年11月末， TBSは

2010年にむけた事業面の目標として非放送事

業収入を現在の 3倍の1，500億円まで引き上

げる戦略を発表した。その中心はネット関連

事業の拡大である。こうした戦略の背景には

ネット企業・楽天による株式買収という衝撃

に直面したことが大きく影響している。

株価の安いことを理由に楽天から株主の利

益を最大化する努力が不十分だと指摘された

TBSの井上弘社長は記者会見で次のように語

った。

「日本の経営は一般的には安定・持続型成

長というのが従来の経営指針だったが，株

主価値の向上，企業価値の向上ということ

により貧欲であるべきだったなと反省して

います」

(丁目S井上弘社長 20日5年11月初日

楽天との覚書締結後の記者会見で)

TBSは2006年3月を目処に，楽天との聞で

番組連動のEコマースやオンライン放送など

の事業を実現する協議に入った。それまでに

相手が納得する構想を提示できるのか，それ

とも破談となるのか。そして，もし合意がで

きずに再び楽天が株買収に動くことになった

場合，世の中はどちらの側を支持するのか。

その時最も決定的な判断を下すのはおそらく

放送事業者でも大物財界人でもなく， I市場」

である可能性が高い。そしてTBSー楽天問題

がどう決着するにせよ，政府，経済界ぐるみ

で「放送と通信の『融合jJにむけて動こう

としている以上，乙の先潮流は強まることは

あっても司自まることはないであろう。

本稿締め切り直前の12月下旬，ネット企業



最大子のソフト川ンクとYahoo!はハリウッ

ド映画や韓国ドラマや格闘技番組に加えて海

外のテレビ局の番組など 3万本をインターネ

ットに無料・有料配信する新事業を始めたと

発表，日本の放送局にもコンテンツ提供を呼

びかけた。またNTIドコモがフジテレビの発

行済み株式数の約 3%を約200億円で取得し，

ワンセグ開始にそなえたケータイ向け新サー

ビス開発で協力体制を築くととを発表した。

電話を営む通信会社が放送局に出資する初の

ケースである。 NTIドコモは2006年 2月にな

ると日本テレビとの聞でもワンセグと携帯に

よるインターネット接続 iiモード」の両方で

使える番組開発を中心とした業務提携を結び，

4月に共同出資のファンドを設立すると発表

した。通信事業者はいま百花斉放のごとく放

送事業者にアタックをかけているのである。

本稿では最後にその放送と通信の「融合j

を加速する潮流のゆくえを，今日提示されて

いる技術ー制度的課題，経営体lliU，そして放

送のアイデンティティという 3つの側面から

考える。

2. IPマルチキャスト~頭出しされた

未来

インターネットという伝送路を使って放送

と通信がどのような関係を結ぶのか。それが

21世紀に入った世界の一大テー?となってい

る。放送側にとってはインターネットはあく

まで放送を補完する道具として位置づけられ

るが，伝送路そのものが主体である通信にと

っては逆に放送とはその伝送路の中を動く一

つのアプリケーションに過ぎないと位置づけ

られる。いま両者のその180度遣うメディア

世界観がぶつかりあっている。

放送と通信の「融合」・その現在値を探る

その流れで2005年に起こったもう一つの

「事件」をあげると， 7月29日総務省情報通

信審議会が発表した「地上デジタル放送の利

活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべ

き役割」の第 2次中問答申の中で， CSデジタ

ル放送と並んでIPマルチキャストによる地上

デジタル放送の再送信を推進することが明記

されたことである。答申の核心は放送事業者

による中継局のデジタル化は2011年のアナロ

グ停波までに完了しなけれは寺ならないが，そ

れが危うい場合には，ほかの伝送路を使って

でも期日までに全国をデジタル化する，とい

う決意表明である。

問題はそこで指名された伝送技術IPマルチ

キャストをめぐっては放送，通信両事業者に

複雑なJ思惑が交錯しているごとである。

IPy}レチキャストとは，インターネットプ

ロトコールという通信規約て、パケット化され

たデータをADSLや光回線を通して一度に複

数の相手を指定して送信する技術である。こ

の方法を使い，複数の相手先を指定してデー

タを送信すれば，経路上の中継機器が宛先に

応じて自動的にデータを複製して配信できる。

あたかも放送のように大量に同内容のコンテ

ンツを届けるごとができる技術なのである。

またIPマルチキャストはNTIの専用回線の中

で行われるため，いわゆるインターネット網

は通らな1'0 閉鎖系の中で伝送されるので第

三者の手で複製され，それが世界中に広がる

ような危険性はないという 40)。

乙のIPマルチキャストを{吏い，ケープJレテ

レビのようにテレビ局が制作する地上波番組

を同時再送信することを含む事業プランが，

2年前にソフトパンクが設立した映像配信会

社BBTVゃNTI，1① DI系のISPから出されて
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図7 放送・有線放送ヲイプの送信

同時過信

(公衆通信)

情報は常に畳信機まで

開いている

←日 |受信者

チャンネル選択

岡本燕若[マルチメディア時代の著作権」の凶商より作成

図B 自動公衆送信

岡本部苦「マルチメディア時代の苦刊ド権」の図面より作成

いた。総務省はその事業プランを後述する新

たな放送事業形態である電気通信役務利用放

送事業として受け付けたものの，文化庁が異

なる判断を下した。放送法および有線テレビ

ジョン放送法では， 1 (有線)放送とは公衆に

よって直接受信されることを目的とする無線

通信(または有線電気通信)の送信」と定義

されている。(図 7参照)ととろがIPマルチ

キャストでは同一のデータが大量に届くのは

最寄りの電話局内に設置されたサーバーまで

で，受信者はみずからそこにアクセスして欲

しいデータ(情報や映像，音声)を個別に

(ユニキャストで)手元の端末まて、送っても

らわなければならない。(図 8参照)これは

受信者の手元端末にすべての電波が送られ，

40 

受信者は端末でチャンネルを選ぶだけという

放送とは異なるものであり，インターネット

による送信を定義した自動公衆送信に分類さ

れなければならないというのである。そのた

めこのIPマルチキャストによる放送番組の同

時再送信は実施されずに今日まできたのであ

る。

因みに総務省は2002年に電気通信役務利用

放送法を制定して，こうしたIPマルチキャス

トを使って放送を再送信しようとする業者を

(有線)役務利用放送事業者として登録して

いた。放送法に定められる放送事業者は免許

制だが，役務利用放送事業者は通信事業者と

同じく登録制である。また彼らは他の事業者

が所有するケーブルやADSL，光ファイパ一回

線を用いたサービスを使って放送することが

できる。これはケープルテレビ，通信衛星放

送と続いた[ハード・ソフトの分離Iの延長

上にある措置だが，この時初めてハード(伝

送路)は通信事業者に委ね，ソフトだけを受

け持つ放送事業者が生まれた。だが彼らはこ

れまでは前記の理由で放送の再送信という業

務は果たせないままVODなどの非放送事業を

行っていた。

またIPマルチキャストにはIP変換などで放

送から 1，2秒の遅延が生じることや，地上

デジタル放送であればデータ放送まで送信で

きないなど，放送に求められる同時性，同一

性といった要件が満たされないという課題も

指摘されている。

このように技術的にも法制度的にも未解決

な問題を抱えたIPマルチキャストを現実の伝

送路として第 2次中問答申が持ち出したので

あるから，放送事業者j~11 に動揺が走ったのも

無理からぬことだった。



今回のヒアリングでは多くの局の担当者が

懸念を表明している。

同一性『地域別など放送が要求する技術

基準を満たした上で，あくまでも補完とい

うのならばわかる。しかし実現には時間が

かかるだろう。 (l完売テレビ)

電波が届かない地域の人々が選択するの

ならわかるが唱放送事業者とじてはどうぞ

とはいえない。ハード・ソフトの分離にな

るし，それで良質なコンテンツができるの

だろうか? (名古屋テレビ)

民放の立場では電波塔を建てて電波を届

けることに努め，県域免許を死守する。

(中京テレビ)

中問答申では「補完」措置というが，い

つまでその範囲に留まるかが問題。(丁目S)

初期には不利益地域対策といっていた

が，最近は多種なテレビ (PCのこと)を

見るのをサボ 卜すると言い出した。目的

が変質したのではないか。(毎日放送)

放送事業者たちの悶にあるのは，技術や放

送範囲などの免許基準や自分たちがこれまで

規制されてきた基準とは違う基準で運営する

ことを特別に認められた放送形態が出現する

ことへの遼和感である。しかもそれが，つい

この間まで電波塔の建設や中継局のデジタル

化を進めろとハツノfをかけられていた地上デ

ジタル放送の「補完的伝送路jとして持ち出

されてはいるものの，本当の狙いがさらにそ

の先にあることが容易に推察される。そこか

ら不信感が生まれているのである。

また仮に将来， IPマルチキャストが補完の

域を出て，電波を押し退けて放送の代表的な

放送と通信の「融合」・その現在値を照る

伝送路となって拡大すれば，放送事業者は伝

送路を通信事業者に委ねることになる。それ

は後述するように放送に求められる独立性を

脅かす要因になりかねない。

実際，今回のIPマルチキャスト急浮上の背

景にはNTIグループの動きがあった。 NTIは

2004年11月， 2010年までに光ファイパ一回線

を全国3，000万世帯にひく乙とを宣言し，その

後急ピッチで回線網敷設を進めている。しか

し総額3兆円の投資を無駄にしないためには

需要をl喚起して，いまのところ 2割程度しか

ない光ファイパーの使用効率を上げなければ

ならない。そのためには光回線の契約をすれ

ば電話，インターネット接続とならんで放送

サービスも得られるトリプルサービスを売り

物にして契約数を伸ばしたい。それが中期経

営戦略としてNTIが描くアウトラインである41)。

大手通信事業者がIPネットワーク化を進

め，そこに放送も取り込まれる流れは，いま

日本のみならずアメリカ，イタリア，イギリ

ス，フランス，スペイン，ドイツ，香港など

で起こる世界的な潮流となっている。そこで

は通信事業者間のM&Aによる再編，縄張り

を守ろうとするケーブルテレビ事業者と通信

事業者の生き残りをかけた戦いも起こってい

る42)。

年間売上高16兆円の通信と 4兆円の放送。

市場規模における通信と放送の差は歴然とし

ている。放送事業者の中には自分たちの身の

丈を凌駕する巨大なビジネスの潮流が，これ

まで比較的無風だった業界に押し流さんばか

りの勢いで迫っていることに脅威を感じる事

業者も多い。ヒアリングではこんな回答もあ

った。
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図9 丁目Sとネット関連企業の連携図

技術の進歩を制度で止めることはできず司

(IPマルチキャストも)仕方ない。現行の放

送のビジネスモデルに抵触するが10年， 20 

年後には必ず変革が起こるだろう。だがロ

ーカル局がネットで成功するとは思えない唱

合併・連合が進むだろう。(テレビ大阪)

IPマルチキャス卜は時代の潮流であり，

いずれメジャーな通信・放送システムとし

て登場することは間違いない。だが既存の

放送体制との関係がどうなるかなど唱大き

な見取り図の議論なしに唱デジ空ル化の伝

送路の補完措置という局所的なところから

議論をはじめたのはよくなかった。 (NHK)

3.経営体制の未来図

第 l章で記したように，通信技術の革新と

42 

(百BS.I国見明資料より)

市場原理の浸透の中で，法制度上も放送と通

信の関係の再構築が必要であることはすでに

いまから10年ほど前から論じられていた。だ

が急務としては認識されず日本的な「最小限

の修正を加えつつ緩やかな変容をうながす従

来の手法J(前掲・浜田純一氏)で対処され，

抜本改革は後送りされてきた。

「ハード・ソフトの一致」原則を1972年の

有線ケーブルテレビ放送法， 1989年の通信衛

星放送のための委託・受託制度， 2002年の電

気通信役務利用放送法などで対症療法的に局

部開放し，実態として「ハード・ソフトの分

離」を進めてきたととがその典型である。

2005年に提起されたIPマルチキャストによ

る地上デジタル放送再送信もシステムとして

は時代を画する可能性がある技術が持ち込ま



放送と通信の「融合」 その現在他を探る

図10 NTTのビジネス関係図

IPliISpl 
日本テレビ

れていながら，正面からの議論は先送りされ

そうである43)。そんな中で放送事業者，通信

事業者はそれぞれどんな未来図を描いている

のか。

まずTBSがIR説明会で提示したネット関連

企業との連携図(図 9)を見るとコンテンツ

制作者であるTBSを中心に，動画配信，音

声・音楽配信，ショッピングなどのEコマー

ス，そして上半分の領野を占めるモパイル・

¥寝具

、、対

l命

，J
d編
F

〆
九
津

(山和一Jl(j'f経済2005年12月17日号 P.33O:岡を部Jm工)

ワンセグというビジネス分野ごとに様々なネ

ット企業がぶら下がり，さらにメーカーや商

社，民放他社からも出資された関連会社が配

置されていることに目がゆく。

楽天 1社に統合されることを嫌い， iIT分

野で数多くの企業と連携する」基本戦略をと

っていることがよく分かる。と同時にこれを

TBSの未来につながる事業チャートとするな

らば，放送局はあくまで放送を中心とした
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「融合Iまたは「連携」の未来図を描くこと

が理解される。

放送をメディアの中心におく思考は， NHK

などが2007年度から導入を企画するサーバー

型放送についての説明にも顕著に現れてい

る。サーバー型放送とは放送を受信機に組み

込んだサーバーに蓄積して視聴者の11昔好によ

りそれをl呼び出して視聴できる仕組みであ

る。もちろん従来どおりリアルタイムでの視

聴もでき，また回線を接続してテレビ画面で

インターネットも利用できる。 NHKはこれ

を「テレビを総合情報端末とする放送・通信

連携の正規コンテンツ流通システム」とl呼び，

「放送局主導でコンテンツ流通ビジネスのル

ールメークができるラストチャンス」と謡う。

放送局はあくまでテレビがメディアの中心に

存在する社会を構想するのである。

一方，光ブアイノ，-網敷設に湛進するNTT

が広げるニューファミリーの関係図(図10)

を見ると，固定電話，ケータイ，放送， CA百「

など事業形態別に垂直に統合されていたビジ

ネスモデルを水平分業型に転換し， USENの

ような映像配信に力を見せ始めた会社やCS放

送のスカイパーフェクト TVなど放送を業務

とする会社と新たなファミリーを形成しよう

としていることが分かる。ここではNTTは基

層にあるインフラをもっ母艦であり，参加各

社はあたかもそのマザーシップに乗る多様な

機能をもっ子船として利用者にサービスを提

供する。

放送事業者と同じく通信事業者も自らを中

心とした未来図を描いていることが分かる。

では現実の未来図はどうなるのか?

放送と通信の融合を検討する「通信・放送

の在り方に関する懇談会jを立ち上げ， 2006 

44 

年日月の提言とりまとめを目指す竹中平蔵総

務大臣は「通信と放送は消費者の視点から見

るとシームレス。これまでは供給者側の発想

が強かったが，今回は消費者の側から問題整

理する。」と語っている44)。その一方で「日

本の放送業界全体の売上が米国のタイムワー

ナーよりd、さいのはどうしてなのか」といっ

た疑問にも答える議論をし，市場規模を拡大

するという消費者のニーズに応えたいとも語

っている。これは1990年代にメディアの所有

規制を緩和して，合併・統合による巨大化を

進めたアメリカのような方向性を示唆してい

るとも受け取れる。その場合，日本の放送行

政の柱であるマスメディア集中排除原則J45) 

をどうするかなど，厳しい議論が展開される

ことが予想される。

たとえばアメリカではかつて所有規制緩和

の議論の中で I小さな企業100社がl∞のチャ

ンネルを所有するとそれぞれが最大視聴率，

最大利益を得ょうとするあまり皆同様の内容

の放送に陥るが，大きな l社が100チャンネ

ルもてばそれぞれのチャンネルの個性を出す

工夫がなされ放送の多様性が確保できるIと

いう主張が主流を成した。ところが現実には

いま「巨大メディア企業の登場でテレビは画

一化した」と批判されている。とくに米軍中

心の取材に終始して戦禍に苦しむイラク人の

実態をほとんど伝えなかったイラク戦争の報

道に対してその声は高まった。

IFCC (米連邦通信委員会)は巨大メディ

アの表現の自由を保障しその規制緩和への

要求に応える唱巨大メディアは政権の意向

を伝えることに腐心する，その結果，メデ

ィアのイラク報道は人々の自由『とりわけ



放送と通信の「融合1・その現在位を探る

するか，メディアを民主主義を守る社会イン

フラと考え，言論の多様性を守るととを求め

るか 「消費者の視点」で真っ先に考える

べきは，そのいずれを重視するのかであり，

議論されるべき最大のポイントはそとにあ

真実在知る権利を踏みにじってしまった。」

(ダ二一・シェク安一氏，ドキュメン合リ一番組

「大量破壊兵器J(2004年)での発言から)46) 

る。

再定義される放送と公共性

1 )放送事業者のアイデンティティ

4. 

今回のヒアリングでは，日本においてもこ

れまで放送事業者が守ってきたモラルや秩

序，公共性よりも市場原理に寄り添ったメデ

ィア業界再編の動きが起ころうとしているこ

とを警戒する戸もあった。

1925年のラジオ放送の開始から80年，テレ

ビ放送の開始からでも52年が経過した。第1

章でも述べたようにその後通信技術の革新が

起こるに連れ， 1972年からケーブルテレビ放

送事業者が， 1989年から通信衛星を使った委

託・受託制度による放送事業者が生まれ，そ

してインターネットが普及した2002年からは

電気通信役務利用放送事業者が誕生した。そ

資本主義社会では放送局の買収もある。

放送の体制も変わっていくだろう。ただ司

事業性追求主軸で通信と融合し，簡潔で凝

縮された健全で公正な情報を不特定多数の

方に問時に伝える「放送Jというツールの

存在意義が散漫になってしまうことは司果

たして国民にとって良いことなのか，疑問

(朝日放送の担当者)

ケプルテレビ
(l日72年-)

④ 

防相

(IPTV'CSデジタル)
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も多い。

メディアのもつ使命や特性が果たして市場

原理と100%融合するのだろうかーーという

問いかけである。とりわけ報道番組など，政

治権力と商業主義の圧力からの独立を要求さ

れるジャーナリズムとして放送を行う場合，

資本関係をもっ同じ企業グループを批判する

報道はやりにくくなり，またグループ内の通

信事業者に伝送路を委ねるととは，その企業

グループ全体からの圧力を受けやすくなるこ

とを意味する。グループが巨大であればある

ほど利害を共有する企業，言い換えれば圧力

をかけられる企業の数は膨らみ，批判できな

い領域が拡大することになる。そしてその中

に政権と関係の深い企業があれば政府への批

判もまたしづらくなる。

資本主義的な「規模の経済」の追求を優先
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①の従来の放送事業者の場合，く電波法によ

る無線局免許〉を受け業務の認可をされた放送

事業者が送信設備(ハード)も番組の「編集J47) 

(ソフト)も扱う。②の有線テレビ放送事業者は

ケープルネッ 1，(ハード)の許可所有者だが業

務については別途届出しており 1 また一部の自

主番組を除いて番組の「編集J(ソフト)の中で

制作は行わないため，内実は「ハード・ソフト

分離jに近い。③のcs放送ではハードとソ 71

は完全に分離され，事業者も別々だがと也に放

送事業者を名乗っている。そして④の電気通信

役務利用放送事業者に至っては，完全にハード

と切り離されたソフトとして編成 制作・送出

するだけで，ハードの所有者?事業者はNITな

ど通信事業者である。ここに至って放送は完全

にアンバンドル(機能分離)され，その一部の機

能が通信と「融合jないし「連携」を果たして

L、る。

の結果日本には電波法と放送法が定めた従来

の放送事業者とは異種の放送事業者がすでに

数多く存在している。その多くがハード(設

備)，ソフト(業務)のうちソフトに関しては

編成ごそするものの，自らコンテンツ制作に

は携わらない事業者である。

「ハード・ソフトの一致」を原則とし，ニ

ュースや番組づくりに精魂こめてきた従来の

放送事業者からすれば， 1はじめに伝送路あ

りき」という彼らの業態はむしろ通信事業者

に近く感じられるであろう。そういう意味で

は日本ではすでに放送事業者のアイデンテイ

ティの中で放送・通信の融合が準備されてき

たと言える。

46 

2 )法制度での「融合」

2005年12月末，政府の規制改革・民間開放

推進会議が第2次答申を提出した。そこには

NHKの受信料制度改革や広く通信と放送の

融合に関わる競争環境の整備が具体的に提案

されている。

中でも注目すべきは電気通信役務利用放送

制度の見直しとして， 1現行の電気通信役務

利用放送制度においては，地上波放送事業者

が，放送対象地域において自ら電気通信役務

利用放送事業者として登録することはできな

いが， IPインフラを用いて行う放送を行う主

体に関する制約を緩和することにより，視聴

者自らが望む伝送路で視聴できる余地を拡大

しておく乙とが望ましい。したがって，地上

波放送事業者が自ら電気通信役務利用放送事

業者として登録し得るよう，具体的なニーズ

等を調査した上，早急に検討を開始し結論を

得て，所要の措置を講ずべきである。」と述

べている個所である。

これは現在総務省発で語られている地上デ

ジタル放送の補完伝送路としての役割をこえ

て将来IPマルチキャストが広く用いられるこ

とを想定し，その伝送路を用いて地上波テレ

ビ番組の再送信を行う電気通信役務利用放送

事業者に「地上波テレビ番組の放送を行って

いるテレビ局自体がなれるように制度的準備

をせよ」と論じているのである。

この提言が実現すると図11で①にあたるN

HKや民放各社など従来の放送事業者が④の

役務利用事業者にもなることになる。その時，

これまで50年にわたり自局で編成・制作する

番組を自局のもつ送信設備を使い，電波によ

って放送を行ってきたテレビ局が，光回線の



IPネットワークという通信事業者の有線電気

通信網の中で，自ら「放送」を行う乙とになる。

見方を変えると，放送事業者はこれて、従来

からの電波に加えてIPネットという新たな伝

送路を使って「放送」することができるよう

になり，通信事業者は念願かない，晴れて自

らがもっネットワークを通じて集客力最強の

コンテンツである地上波テレビ番組が「放送」

されることになる。

WinWin (相互利益)の関係にも見えるが，

これはこの20年通信の世界で感んに行ゐれて

きたアンハンドル(機能分離)が，ケーフル

テレビ， CS放送に次いで，ついに地上波テ

レビ番組の編成・制作，送出を行ってきた基

幹放送にも及ぶことを意味している。これま

で「ノ、ード ソフト一致」を守ってきた基幹

放送の中のソフト(編成・制作など)の機能

が切り出され，通信事業者に属するハード

(送信網)と「連携」して「放送jを行う。

それが可能になることは，端末，サービス，

伝送路，資本に続き，法制度と pう根幹でも

放送と通信の「融合Jまたは「連携」が起こ

るごとに明也ならない48)。

3 )ネットの挑戦と放送の公共性

将来どのくらいの割合で電波による放送と

光ファイパ一回線を経由した「放送」が共存

するのか，その未来はまだ見えない49)。もち

ろん当面は電波による放送が主流を占めるだ

ろう。だがこの先のさらなる技術革新をへて

IPネットワークを通る「放送」が拡大し，放

送がすっぽりと同じ電気通信である通信の中

に融合した状態となる可能性も否定できない。

その時，放送に何が起とるのか?

その時放送に起乙るであろうアイデンテイ

放送と迎信の「融合J・その現在値を探る

ティ・クライシスはすでに始まっている。

それを可視化するには，ここまで論じられ

てきた放送事業者という名前の使用が公に認

定された事業者とは違う，いわゆるインター

ネット「放送jの存在が鍵となる。

今日のインターネット世界では法制度上は

放送と呼べない無数の「放送」が流れ，無数

の「放送局jが存在する。たとえば前述した

USENの無料「放送JGyaOは，放送法，有線

テレビジョン放送法の定義に照らせば放送と

は呼べない。電気通信役務利用放送法が適用

されるIPTVでもなく，実態はIPユニキャス

トのストリーミンクによるVOD配信であり，

届出も必要ない。

もともと放送における規制は電波という希

少資源を使うことを理由に導入されたもので，

ケーブルや{有星，インターネットなど新たな

伝送路ではその根拠は薄くなる。それでもこ

れまで国から免許や許可，認定を受け，ある

いは登録された各種放送事業者には「公序良

俗に反しなpJなど放送法の条文を遵守する

ことが求められてきた。だがインターネット

「放送Jにはいまのところ規制はかけられて

いない。

GyaOはTBSのニュースや封切り前の洋画

の「特別試写」やプロ野球中継など魅力ある

コンテンツをそろえて人気を集め，放送開始

から 9カ月で無料の登録会員数600万を突破

した。民放と同じCMでの広告料収入を基盤

とするモデルの成功で，一気にこのタイプの

「放送」が増えて生活に浸透し，人々がそれ

を「放送Jとして受け入れてゆく可能性もあ

る。

GyaOを運営するUSENの宇野康秀社長は

NHKの総合テレビの「経済羅針盤J(2005年
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10月30日放送)に出演し， Iインターネット

放送も自主的に公共性を大事にする時代にな

った」と語った。

「暗黒大陸JIなんでもありjといわれるイ

ンターネットの世界だが，この本来はパーソ

ナル(個人的)な通信の世界に開けた空間で

も，利用者が増加するにつれ，社会的ルール

や「公共性」の概念が生まれつつあるようだ。

「公共性」をめぐっては， 2005年，既存の

民放局が 2度にi度りインターネット企業から

買収攻勢に晒された際，放送局側がインター

ネットとは違う放送のアイデンテイティの核と

して「公共性」という社会的性格を上げたこ

とが記憶に新し1'，だがライブドアにニッポ

ン放送株を買収された時にフジテレビ幹部が

発した「放送には公共性がある」という言葉

に対しては様々な受けとめ方があった50)。

I楽しくなければテレピじゃない，といっ

たのは誰だ?J 

「テレヒ、は単なる娯楽ではなかったのか ?J

「商業主義ではなかったのかり

公共放送のNHKもこの一年，芸能プロデ

ューサーによる制作費の詐取事件などで組織

への信頼が大きく揺らぎ，そのことをきっか

けに放送の公共性の議論にまで発展してい

る。市民も「放送の公共性」という言葉に真

実味を感じられなくなってきている。

失われつつある「公共性」のリアリテイを

どのように取り戻し，その価値を誰が再評価

するのかが今関われている。そこで求められ

ているのは，いわば，視聴者の中で生きてい

る「公共的なるものjを再認識し，再構築し

ていくことではなL功 Bと思われる。

48 

放送とは何か はその先にある。

「“放送の公共性"とか“新聞の公共性"と

言うんだけど"出版の公共性"ってあまり

言わないわけです。変な言い方ですけど唱

岩波みたいなすごいおカ安いのから，夜だ

け電気がつく工ッチな雑誌を売っている自

動販売機も含めて，全部出版なわけで司こ

っちに公共性があるかというと唱それは公

共性があるという人はあまりいないかもし

れない。だけど唱 100%公共的なものであ

るかは別にしても，この出版という言論表

現空間に公共的なものが流れるということ

はみんな求めている。そうすると司その広

い空間の中に公共的なものをちゃんと担保

してくれる仕掛けが欲しい。そうすると噌

通信・放送が融合して，まさに通信の広い

空間ができたときに司そこのきわめて公共

的なものを担ってくれるプレイヤ や，そ

れを表現してくれる映像・音声付きの空間

は必要だということになる一一それは放送

じゃない?…ということになるんだと，号、う

んです。広い通信分野の中で公共性をもっ

部分ですね。基本的には通信ってプライベ

ー卜なものですね。その中でみんなのもの

だと言える空間，それを“放送"と呼ぼう

ということになるんじゃないでしょうか」

(上智大学新聞学科・音好宏助教摂の

ヒアリンダ 2005年11月から)

未来社会，放送はインターネットという広

大な新天地で，ニューメディアの息吹に晒さ

れながら，あたかも生まれ変わるように再定

義されるのかも知れなLミ。



  

 

  

おわりに

放送と通信の「融合」というテーマでいま

論文を書くことほど無謀なことはない，と何

人かの先達から忠告を受けた。その通り，書

いているうちに毎日のように次々と新たな事

態が起こり，行き先はますます混沌としてく

る。案の定，初校を校正中の l月18日，ライ

ブドアグループが証券取引法違反で強制捜査

され， 23日には堀江貴文前社長ら幹部4人が

逮捕された。一時は l兆円をこえたライブド

アグループの株式時価総額は，わずか 1週間

で2，000億円にまで暴落，ソフトパンク，楽

天などネット関連企業の株価も一時は一斉に

下落した。自社株の株価を上げるために「偽

言|取引Jや「風説の流布jなどの違法行為を

繰り返し，多くの個人投資家たちを欺いたラ

イブドアの不正の実態が報じられるにつれ，

2005年に日本社会を席捲したネット企業を見

守る社会の眼差も醒めたものに変わりつつあ

る。この在り様では本稿が年報の 部として

刊行され，読まれる頃には議論は異なるフェ

イズに入り，提示した事実は色あせて感じら

れるかも知れない。

しかしそれでも敢えて書くことに意味を見

いだしたのは， 2005年という年の記録はいま

しか書くことができないという単純な事実の

ためである。この年に起こった事態は10年後，

20年後に語られる歴史解釈の中では本稿とは

遣った価値を帯びているかも知れない。しか

しこの年に起こった事態が，その年に生きた

人々の中でどのように受け留められていった

か，何を呼び起こしたかについては，いまし

か記録できないのである。

本稿執筆の途中で1990年代に書かれたいく

放送と通信の「融合」・その現在値を探る

つもの書物に出会った。それら書物の描いた

技術環境はいまとなれば陳腐だが，放送と通

信が接近する途上で起こる出来事や人々の思

考について貴重な情報を伝えてくれた。それ

によって2005年の出来事がよって来った筋道

が照らされたのである。大げさにいえば先人

の残した記録を灯火に混沌の中の現在の位

置，現在の価値を採るととができたのである。

奔流のような通信革命と市場の拡大がいつ

まで続き，将来放送がどのような形となって

いるのか，いま予測するのは困難である。

それ故，その波乱に満ちた道のりにやがて

未来の求道者が現れ再び道を照らそうとする

時，本稿が少しでも役立つことを願って稿を

閉じることにする。

(ななさわ きよし)

注:

1 ) ISP~ Internet Service Providerの略。インター

ネットへの接続サービスをする事業者。

2 )アップソレコンヒ。ュータ社の携帯用音楽プレーヤ

ー。ハード ディスクを搭I除している。 iTunesを

インストールしたパソコンからFireWi問，または

USB2.0経由で音楽データを取り込む。(情報田通

信用語辞典2005-2006年版・日経BP社より)

3 )アップルコンヒロュータ社の，ジュークボックス

と銘打った有料音楽配信サーピスまたは音声再生

ソフトウェア MP3， WAV， AACなどの各種音

声フォーマットに対応している。さらに， CDに音

楽データを焼いたり， iPodにデータを渡す役割も

ある。ソフトウェアはWindowsまたはMacintosh

にインストールできる。(情報・通信用語辞典

2005-2006年版・日経BP社より)

4 )情報スーパーハイウェイ構想の正式名称は全米

情報基操:NII (National Information Infrastruc-

ture)。ヨーロッパでは1994年6月EU理事会に

「ヨーロッパとグローパル情報社会」と題する報

告書が提出され欧州版情報スーパーハイウェイ構
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想の具体化が始まる。同年5月日本も郵政省電気

通信審議会が [21世紀の知的社会への改革に向け

て」で日本版NII構築を答申した。(小林宏一「マ

ルチチャンネノレ時代からマルチメディア時代へ」

放送学研究45 1995年より)

5 )国際電信電話側編「国際電気通信業務便覧 I

1968J参照

6 )菅谷実，清原慶子「通信放送の融合~その理

念と制度変容j日本評論社1997年参照

7)放送法は第3条の 2で「編集Jという言葉を用

いているが，その定義を明らかにしていない。

NHKは国内放送番組編集規程の第 3条で「放送番

組の編集」を「放送番組の編成および実施Jと定

義， [放送番組の実施」は「放送番組の制作およ

び送出」と定義している。従って放送法で使われ

る「編集」とは放送番組の編成，制作から送出に

至るまでの全過程を含む概念として解釈されてい

る。

8 )電気通信事業法第 3条「電気通信事業者の取扱

中に係る通信は検閲しではならなLリ

同4条「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘

密は，侵しては立らなLミ」

9 )正式名称は情報料課金回収代行サービス。情報

提供者が提供するテレホンサービスにおいて，そ

の情報料をNTIが回収代行するというサービスで

あり，利用者がそれを利用する場合に0990-6桁

の電話番号(9が2つある)をダイアJレすること

からQ2の名称がつけられた。

10)多賀谷ー照，岡崎俊一「マルチメディアと情報

通信体制一通信と放送の融合j 第一法規1998年

参照

11)総務省編・平成17年度情報通信白書より

12)郵政省.21世紀に向けた通信・放送の融合に関

する懇談会編「融合メテeイアの新時代」より

13)銅線による一般的な加入者(電話)回線を用い

て高速通信を実現する技術の総称。既存の電話回

線の電話局側と加入者側に対応装置を設置するだ

けで，デジタル回線並みの高速回線に生まれ変わ

ると期待されている。代表的なのは?非対称で下

りを高速化したADSL(Asymmetric Digital Sub. 

scriber Line) 0 (情報・通信用語辞典2005-2006
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年版・日経BP社より)

14) 2006年l月18日の東京地検によるライブドアグ

ループへの強制捜査， 23日の堀江貴文前社長ら幹

部4人の逮捕をへてライブドアの株価は大暴落，

ソフトパンク，楽天なども一時は株価を大幅に下

げた。

15) Video Research Interactive Inc によるドメイン

別アクセス数調査によると2006年 1月2日から 8

日の聞の日本のポータルサイトのアクセス数ラン

キングは， 1位 Yahoo!]apan， 2位 @nif句" 3位

楽天市場， 4位 InfoseekJ apan， 5位Amazonで，

メディア企業では42位に毎日新聞， 52位がNHK，

63位にフジテレビ， 72位TBS，73位日本テレビ， 79

位日経，読売新聞などの順位である。またAmazon

comのA1exaTraffic Rankingsの「日本のトップサ

イト J(2005年12月22日検索)によれば 1位

Yahoo! ]apan， 2位Google日本， 3位楽天市場，

4位Livedoor，5位MSN]apanでメディア企業で

は17位にNIKKEINET， 26位にAsahi.com，38f:立

にYomiuriOn-Line， 65位TBSRadio， 69位NHK，

92位フジテレビ立どがTOP100入りしている。

16)動画やサウンド データをリアルタイムで再生

する技術。インターネットでは，いったんファイ

ルをダウンロードしてから，再生ソフトを起動し

て再生するタイプのマルチメディア配信が先行し

たのに対し，その後登場したリアルタイム再生技

術をこう呼んでいる。(情報・通信用語辞典2005

-2006年版日経BP社より)

17)カルチュア・コンピニエンスークラブ株式会社。

1985年に設立されたDVD，ビデオ， CD，書籍，ゲ

ームソフト立どの各種エンターテインメントソフ

トのレンタル及び，販売庖チェーン [TSUTAYAJ

のフランチャイズ本部。インターネットを利用し

たサービス [TSUTAYAonlineJによるクリッ

ク&モルタル戦略も展開する。 CCCグループは20

社，総従業員数1，496名?売上高は連結で1，915億円

(2005年 3月末)。

18) 2005年度上期 (4-9月)のインターネット事

業の売上が約67億円と公表されていることから，

下期 (10-3月)を同等額と想定して試算した。

19)中日ドラゴンズで活躍した元プロ野球選手1 板



東英二は名阪地区のショッピング番組“キング"

である。テレビ大阪の番組のほかに，テレピ愛知

の番組「板東英二の虹スタ!J，毎日放送の「板

東英二の欲パリ王国」立どショッピングコーナー

のあるレギュラ一番組をもち，インターネット上

にも「板東商庖Jという物販サイトを設けている。

20) log~テP イスクなどの保存した利用履歴。本来

はログファイルという。

21) NHKの放送受信料の契約受付，支払い手続きを

オンライン上で行うインタ ネット営業センター

は2007年夏運用開始を目指し，現在準備中である。

22) rここからNHKグループネットのホームページ

に移ります」というページが数秒間現れる。 NHK

マルチメディア局によればこの「のれん」は早け

れば2ω5年度内に撤去される予定とし寸。

23)地上波やBSの番組中，ケータイサイトでサービ

スされるコンテンツについて伝達すること。

24)着うた@は側ソニー・ミューシックエンタテイ

ンメントの登録商標。

25)連続インタピュー 情報社会のゆくえ⑤「どう

したんだ 17双方向テレビJ(取材は2005年 8月)

の中でトマデジの舟橋洋介氏はBSデジタルにおけ

る双方向番組の不振の原因として「各局別々のフ

ォーマットや会員組織を作って視聴者の登録手続

きを煩雑化し参加意欲を削いだこと，デジタルテ

レビのリモコンの操作性の惑さjなどを挙げた。

N廿メディアクロスの佐藤浩之氏は「視聴者数が

少なすぎて効果が見えなかったこと，インターネ

ットと重複するサービスをしたこと，通信業者と

放送局の聞にピジネスモデルの遣いがあり，連携

が困難だった乙と」などを挙げた。

26)楽天の三木谷社長はTBS株買収と統合提案を発

表した2005年10月13日のGyaOのインタビューで

「放送と通信の融合Jがもたらす4つサービスの

第 I番に放送コンテンツのインターネットでの流

通を挙げている。

27)たとえば上智大学新聞学科の音好宏助教授はヒ

アリング (2005年11月)の中で rr通信と放送の融

合』とは前から言われているけれど也，彼ら(IT

企業)の目から見れば遅々として進まないという

とごろがあったと思うんです。ということで晶れ

放送と通信の「融合」ーその現在値を探る

ば!経営サイドに影響力を行使できるような形に

立って， IT系の企業が考えているビジネスモデル

がより促進できるように進めたい，となるのは間

違い立いところですJ と述べている。

28) トラマ番組は著作権法が規定する権利である文

芸(原作，脚本構成)，音楽(楽曲と詞)，市販

CD (レコード会社と実演)，実演のすべてにおい

て権利者が存在する。とくに実演者(俳優)の数

が多く，その権利処理が最大の難関とされる。

29)権利処理ルールは局制作のドラマを，ストリー

ミング配信した場合の想定で作られた。文芸は情

報料収入の2.8%，音楽は情報料収入と広告料収入

の1.35%τ レコードは情報料収入の1.8%，実演は

情報料収入の3.0%02006年 3月までの暫定合意。

30)著作権や特許などを国際競争力の強化に生かす

ため，知的財産基本法にもとづき2003年3月に内

閣に設置された組織。小泉首相を本部長に全閲僚，

御手洗富士夫目キヤノン社長ら10人の民間有識者

で構成する。

31) VODや映像版ホームショッピング，ネットワー

クゲームなど双方向マルチメディア通信サ ピス

を利用する際に必要な家庭用通信端末。テレビセ

ットの上に置いて利用する箱(端末)という意味

でこう呼ばれる。双方向CATVや電話会社の映像

伝送サービスなどのネットワークと接続，家庭内

ではテレビ・モニターとつないで利用する。電話

会社やCATV会社のセンターにあるビデオサーパ

ーとの通信機能をもつほか 1 基本機能として映像

信号の受信 変換機能を備える。(情報・通信用

語辞典2005-2006年版・日経BP社より)

32) ドラマ「ケータイ刑事銭形舞Jo2006年 2月に

劇場公開もされる「人気ドラ7Jと説明されている。

33) 2005年11月，電通は在京キー局5社(日本テレ

ビ， TBS，フジテレビ，テレビ朝日，テレビ東京)

とブロードバンド上にテレビのような簡便なイン

ターフェイスを構築し。利用者が映像コンテンツ

を選択視聴できる場を作り，コンテンツ流通を活

性化する事業会社設立を目指す共同検討を開始し

た。(電通ニュースリリースより)

34) 日本テレピ系列で1992年から98年まで放送され

たパラエティ番組。政治家や有名人に事前許可を
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とらずにゲリラ的に取材する「アポ立し取材」ゃ

無名タレントに大陸横断ヒッチハイク立ど過酷な

旅や体験をさせる過激な演出で話題を呼んだ。

35) [オレたちひょうきん族」は7ジテレビ系列で

1981年から89年まで放送されたバラエティ番組。

それまでのお笑い番組の代表格TBSの[8時だ

ヨ!全員集合」が計算されたコントで晶ったのに

対G，台本を無視したアドリブの面白さにとだわ

る演出だった。「ひょうきんベストテン」など他

局番組のパロディーやビートたけしの「タケちゃ

んマンJ，[ひょうきん憐悔室jなど人気コーナー

を輩出し，フジテレピの高視聴率路線の原動力と

なった。

36)月刊 中央通信 ADビジネス 2005年 9月号

「読売テレビと動画コンテンツ」より

37)菅谷実，中村清編著「映像コンテンツ産業論」

丸善(株)2002年参照

38) 2004年度，民放東京キー局5社の述結売上高

はそろって前年に比べ増収であった。フジテレビ

4，767億円，日本テレビ3，576億円， TBS 3，017億円，

テレビ朝日2，420億円，テレビ東京1，180億円。

39)たとえばエフエム東京の後藤亘会長は連続イン

タビュー・情報社会のゆくえ②「ラジオで進む放

送と通信の『融合jJ (取材2005年5月)の中で「テ

レビは薄型，大型が各リビングに配置されること

でまだまだ繁栄が続きます。繁栄しているうちは

人間新しいことは何もやりません。物好き立人じ

ゃ立いかぎり『融合Jなんて考えませんよ。しか

し業績が落ちてからでは将来への投資ができなく

なるのも事実です。テレビも 10年先にはラジオと

同じ道をたどる可能性があると忠われます。]と

語っている。

40)三浦基，小林憲一[IPTVは救世主に在るのか]

放送研究と調査 2006年 1月号参照

41)週刊・東洋経済12月17日号特集 [NTT帝国復

興?J参照

42)注40に同じ

43) 2006年 2月2日，政府の知的財産戦略本部は，

ネッ卜で番組を流しやすくする著作権法改正の検

討を求める提言を公表した。 IP7)レチキャスト放

送を著作権法上の「有線放送」に含まれると定義

52 

し直し，テレビ放送同様，レコード製作者ら著作

権者から事前に許諾を取ることなしに番組を提供

できるようにすべき 1 としている。

44)週刊・東洋経済12月17日号特別インタビュー

「通信版“竹中プラン"を聞く」より

45)多様で自由な言論活動を保障するため，限られ

た電波が特定のメディアに集中しないように規制

する政策。日本の放送行政の柱の 1つで， 1局に

よる複数局支配を防ぐ目的で他局による出資制限

などをしている。しかし昨今の環境の変化を受け，

2003年6月総務省は民放キー局など地上波の放送

局によるBSデジタル放送への出資比率の上限を [3

分の l未満jから [2分の l以下」に緩和。地上波

の地方局にも2004年3月，一定の条件のもとで隣

接県などの局への出資制限を緩和し 1 合併や完全

子会社化も認めることにした。(朝日現代用語

知恵袋2006より)

46)池田正之「漂流するアメリカのメディア所有規

嗣IJJ放送研究と調査・年報2005から引用。ダニ

ー・シェクター (DannySchecter)氏はアメリカ

のマスメディアは世界の出来事を国民に知らせて

いないとして?現地からの報道を紹介するWEB

サイトを聞いている。

47)注 7参照。

48)政府のIT戦略本部のIT関連規制改革専門調査会

(座長・宮内義彦オリックス会長)が2001年にま

とめた報告書 rn分野の規制改革の方向性」では

通信，放送の制度を 1 事業ごとの縦割りの規制体

系から，ハードとソフトの機能ごとの横割の競争

促進体系に転換し，通信・放送の融合の促進を計

る乙とが提言されていた。法体系も現行の通信関

係法規と放送関係法規という区分でなく，コンテ

ンツ法?プラソトブオ ム法，ネットワーク法と

いう区分にする必要があると指摘されている。ま

た竹中平蔵総務大臣は2006年 l月8日のテレビ朝

日の番組の中でITと放送通信にかかわる組織が総

務，経産両省や内閣府，文化庁にまたがることを

指摘し，抜本的に見直すべきだと発言， 1月20日

から開始した「通信・放送の在り方に関する懇談

会」で検討することになった。そしてこの懇談会

の座長を務める松原総・東洋大学教授は 2月9日，



日本記者クラブで会見し， f通信 放送の市場を

広げるには，新しい融合法制をつくる必要があるj

と述べた。

49) NTI中期経営戦略推進室担当部長の出口秀一氏

は連続インタビュー・情報社会のゆくえ⑦「やが

てはネッ lの時代へJ(取材2005年10月)の中で，

2010年までに光回線利用者が2，0∞万人になると

想定した上で次のように語った。

「その2，000万人のうちf!pでテレビを視聴する

人ってどのくらいいるの』って言うと，これが分

からなP，でも 2剖と想定すると400万です。 100

万って言っている人もいますから個人的な見解で

すが，実際にはlω万から400万ぐらいの聞と私は

見ています。」

50)月刊創2006年 l月号，特集テレビ局の徹底

研究の座談会「大掘れ!放送界に間われたものは

何だったのか」 服部孝章立教大学教授は「放送

の公共性とは何かというのが 1 なぜここへきて急

に語られるようになったのか。それは民放がとれ

まで公共性を果たすととが極めて少なかったこと

の裏返しだと思うんです。」と語り，放送ジャ

ナリストのばばこういち氏は「公共性とか文化性

とかを棚に上げて，これまで収益 本槍で来たの

は当の民放自身でした。にもかかわらずネット事

業から買収を仕掛けられた途端，公共性だとかテ

レビの役割jだとか言い出しでも，説得力がない。j

と発言している。

(その他・参考文献)

越川 洋「デジタルJI寺代の放送規制第三の道をめ

ざして~アメリカFCCハント委員長の主張」放送

研究と調査 (1997年11月号)

越川 洋「有料放送と公共放送 ~細分化されたテ

レビと総合テレビJNHK放送文化調査研究43

(1998年)

越川 洋「放送制度と市場 ~米欧の歴史的変換」

放送メディア研究 No.1 (2003年)

高橋英夫「報告・映像コンテンツのBB配信に関す

放送と通信の「融合J・その現在値を探る

る利用者と権利者の暫定合意についてJ(社)著作

権情報センター編「コピライトJNO.532 (2005年

8月号)

竹内冬郎「シリーズ放送番組の流通 著作権をめぐ

る疑問を解く」放送研究と調査 (2005年11月.12 

月， 2006年 1月号)

財団法人電気通信振興会「情報通信法令集J2005年版

体拍情報通信総合研究所編「情報通信ハンドブック」

2006年版

西正 f1Tvs放送次世代メディアビジネスの攻防」

日経BP社 (2005年)

谷脇康彦「融合するネットワ ク」かんさ出版

(2005年)

山本博史「図説『放送』法①」放送文化/2006年春号

鈴木祐司「アナログ停波への道j放送研究と調査

(2006年 2月号)

{由
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表3東京キー局5社とNHKへのヒアリング

フジテレビ 日本ァレピ テレビ朝日

2ニocッ5ポ年 1T放月B送のS株株ラ買買イプドアによる
相企l澗業。うをとの遣追そは求れい倣!もし慢て放勉だ株送強。主局せに還元公手共すにるだ命けの

ホリエモンが言L口リっ<-たは|当I株たを持たないと
通信責本提任事携業やす者信る和とU1JメはMリ文Zッ也重ト要がは遣。ない1い社。肱迭に

ン 収収， 10円の楽合 には の使が
本なl祉気意味にに限でな定利らな っているが，

は とだけ

よ王担当にさよる 。経営統 ある ずに入れよう して トナーとなると色々 賢

をどう見るか とLミ 益を損なう。

の「放意送見と通信の融合」について

合話免イ許ン」しだタ合とがいいネ!がうネッの必ット要なでト。番らは組放地?域を寄送捕ぞ組はす国続地こを期域越とJ者限がえ定とる『融のの。 同業1じう8市者の0度気でで遣通はIう信通融。合信で放」似と送はてい事担いう保業座道る者具。ようだが内容
て「融き合たJはありえない。「連こ携れ」までもやっ

は とポータル 目的に出じた を続ける。

事迫 の{郎、方が

WEBサイトについて
1)スタート

l館空
23) ) 

4) mff-tJX (BBS) 
5 ンテンツ 56) ) 4 ) 

67 広会シ告員ョ収H7Ill ピング
76))番組ク半ン世ョ13の無料会員制メルマ8 入 7) 

66) ) 

ガがあり，ドラマのキャラクタ

7 ) からのメール人も情同も。 ケータ朝イか
の茸録会 じテレ

会ら員として個員 報は「共聞の」デ

8 ) 
8 ) 期ー本及体待タぱベ収せずーず入。。ス1本8に体00収憶入円の 1%に述く

8 ) を削ってまで

一1)言明-日 -r 

i1 5Zt晶2T理?主古首品r開脳志望州鳴rH戸mmη 姐銘

1 ) 若非会非基集公員公うめ本た制開開ずは@あ無(推り料者。定メ。若う た@などの有料
2I )))) 有非特帯料公に組却開な内金し告(推サ知定イ可5ト0。万2人:80以円仁/)月あるか?無料，有

2 ) 数十万人)

3 4 ダウン内ロ告←知ドでなど「待ち受け画面」
4s 3 ロダウンロ←ドなど

ピス 5 )非公開

収 45) ) 

番(y，組OのD)ブロードパンド配信

年テIにフレSか供ージPレ1jテ給らピ6!社報7「レ温2「道(1ビSワ泉T・2Oー0へB7n03向ル1D行9)eけ(こドm地の9グaう上n社番Jdラ波組，なFン)1Cど0プ予向0C本リ定けS女7(2子杜フ00パ) ジ6 

E2思語「主主需幹品i常22 

今5デド同後ラユ夜の。マーVスO「ア楽D配ナ屋信裏ドラ」ナイ ト自」社「サ内村プロなど イトで
社盟営の配

配給は検討'1'

秀ン作テ担ン桶ツ商l快

コンテンツ
かに 3万本
ムマシーン
テンツ。 I

VネOッDトな間ど連)事総業収入(WEB 携帯! 推定年間約8ト0憧販売円を(子含会む社)D1nosのイ 年間数 l'醒円 年間約"倍円
ンターネッ

総ネJ経ッ費ト関述~M.!慢の体制l 人員 デジタルコンァンツ同員38阻名D)4fF7月 ) 

総約9勢01胞却円人 (うち社員 兼務者が はせコンテン持多ツ事費く業笑だ問数

サイト維 けで出数l.iiず円 でD事プ社CWラ業スCンEタ同はニッBデ総フ!ン携ジ)グ勢総タ帯プ1ル経0ロ，B0コ質デ人Mンュはテu非(をン社サ一公ツ日ー括セ開を2ン管0派タ人型遣とす(番関Dる組辿CC。に会) 

デジタ;I.-1tfグ剖放迎

1) 主町州町tfJ:t引甲与f二夕持回を刊£会増山四鳩巴E?町訟ゐn写はmEf宗i唱訓u九s 
1 ) 甘一-…レるスピ抽相ニt怠佐-されえ4VMるるまー叫デdタ…mーイmタマb1!![l)Ji'IJm-t雌つ〈町か恥tむ~~ 1 )ワンセ 迭についての準

2 )備双方構向想テレビの開発

3) IP?)レチキャストによるt由 2 ) 
上i庇再送信について 2) 

3) 

2)) 地基域若に本手上で中波継のでクのハ補局リ番建充エー組設なドイターの琵忽をまっ3 は屯i皮で見せるのが
ーソフト一致を原削地

るのか? を進ぱめIPるTがYiも山間
ら ありう

るロ 3) 
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放送と通信の「融合」 その現在値を探る

TBS (貰尽放送) テレピ東尽 NHK 

ノーコメント 認知j立が放迭す問より低いIがT企あ業るにとっては
ライ プ ドいき?ア瞳たたもつ案も楽けすの克がoる也固アA「V連さイコ訂れデEンたjアテ。のがン内あツ容りのはな流が3通年らか放前送にら縁我局遠帯組それで集で大寄 るメリット るが，放話局い 々

は して儲からない。 がが考怠会社けえてでてきたけが固さ 側

同じ伝指た送資スJ世本路をト界をなをう使どう議叫「代融会が来るのは分かるが放! コンァ
統アIッ融合はト合をはコJ意なンとテく味はンし何是てツをのい々意相非る味E。々す利今でる用は「の一辿を日か体持。J栄化ライブド

れ者どラをう買同ぞにちリれい省ーはら番カの付かを旬来通がけよ世、治の信てどさ、に流ちをで中流す身うら「ま辿せへかだ機のくばけを飲」の世「「辿融通{みすT冊込合信がる」。」事むあす技業だる「る者。融術ろか的合うとピが遣」にがジ重ではいネ!要放はコス!。放常送なン識送テラく事がイン業迎そプツ

ンツ規 の 合」は考えにくい。 送事社出業来会 天すは経営
は 審やBPOで など るメリ

者的tカなョつコ カ払けZあっるて。いる。 50年意の歴見史を聞を刻くんで ， していく
とき。

1 1 現1東番99京組在5年自広プ6回報ロ却。かー万2らpド0vパ0ピ/l年ジン月から委子託会社 。テレビドに

23) ) 

Z )) ネニスるム5万化メタp検イv「/N討ムA週中のRU番T組DJは
3 ゴールデンあ，プライ

個別サイト り。ア
のアクセス数10-14

41 
41 醤被番組聴組制者宣作に現近掲いが闘わ

51 
メデ 4ア

51 5) 1IH:ILB:f:云!予告。有料配信のアニメ! 61 

61 
6) WニテメュなBレSーどビク東スグラ京Iツプスシな販ョど売ッ無ピjングサイ ト アニ

71 
71 料会員登録あった

7) 
81 非が幽公霊開化。

81なし
81 

議隣諸事諮問
l) 3有使次年テ料0わ回間レ円束サな予約/モい告四イ月パ億，ト。円イグポ タル アエメ

11r向エ1ュtti一Et山日弘量tLラJI"官ー長誤'話即作fF3:山T1hらVせ L閥

)のサイ

23) ) 23)) ) ) ル10万人!アニメ 15万人

23) ) て利用助4 ッズ腕売へ
4 1 5 

41 非配ニ信公ュ ら ， メーJレ51年間10数憶円
5) ~r.:i~Dg 

時…ヲ色ーリ{糾3酬タ判省24lτ側月l明qJ叩ド1・守-附1山…ドi.f<Zfti帯げ師主jFジムnUン，wテ4C…B併山HムMFリ7ーmい…l「3目t予ア定ト…y制叫リ阿地間限1上佐2}へ

I他イ「SケPにトロにに「ロ配供朝7給給IのIV。NJJ月Y市2シ，0況リ00J万なズ以2ど上6本をの証な売券ど上会アげ社ニ。メを
のサ

非公開(推定年間約3C惜円) 非公開(推定年間的20-30億円) 非公開

事業本部コンテンツ事業周モパイ !v&ネットセンタ 9月からコンテンツ事業局 マルチメディア同公N開EHPPな市ど務ス局タ12人ほかNHKコン
-(i泊、

的60人メは非デ(公子ィ開会ア開社尭・テレどビ)東京ブロー l'パン 21ビ000ュE4年円予)タサ算7.4ピ憶ス円 (総i芳省ガイドッラフイ多ン数で。年間最大サパ維持費だけて包聴円(利持は売上の l剖以内)
経ド貨 局な

鴇込お2i2l五認ii鑑普ff;EiE:訟:!:ど;ラ I1校ii長き五j誤百認弘j主L主TJ;整t 
ど)をワ
先周に有 21 

21 
21 ンチjの

31 
引 いつまで

31 
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表4 大阪地区の民放5社へのヒアリンダ

関西ァレピ(フジテレビ系) 読完テレビ(日本テレビ系)

2005年 l月のライプドアにS株よるニッポ営ン杭欣合世株提買案
ラ耐業イプでを借ドきアなりはてい文儲が化け，が放た追送いう局だとけは思通だっ。信た先利。方(はテ脂レ手ピ局に放の)送

M&Aといにう通克信也とはの別来だ初が担淵!放に送は産前業向のき限界を起
収をど，10見月の楽天によるTB 買収!経

名 問ができる。
えるため

うるか

「放送と通信の融合」についての意見 意信に味すなが分から意な味い。な放送ぱコンテンツを通合信めでも配絡 を「融柿合完」は重なるイメ ジだがが，両者のいいと己ろ
るという ら，特に資本を てー しあう「共存Hン協を同通」 いい。回受線け手から
る必要はない。 のコミュニケーショ 信の上り で確保

する。

九四Bサイトについて

!i器訴産主E手弘電F民i続主語出叫州i: 
2341) ) ) ) 1) :7..9ート開r"，円相盆

23 番掲動目組示画的板ごョとのHP
4) !siKl1i (BB5) 
5 ンテンツ

67 広会シ告員ョ制収ッピング
6 ) 健を康

8 入
ズ

78) )WEB5，6千万円携初と合わせ年間 l偲円

以上。

J23451533)))))?電会会個会収話員員人員入的制数ササ報あイトについて

!!?E削喜T帥tPAZ刊ゐ訓川tf村女p子山7r+JJ伊丘J賀T状」『a 会
帆tzr4品AVJzトt醐t品i 

るか?無料か有料か? アニメ 4)の サイト

ピス

4) 画で甲ど細子) ! 

23)) コナン」サイトで10万人

4 宿料サイイ1ズはな待どち受け，
ードク 。

5 ) 億円)

5 ) 

番組のブロードパンド配信 (YOD) 時代劇配。ミ円給ニ課枠金 2， 3分X6木をUSENのショータ

探マ後イク印jル地刷夜ン「枠チ上タ引l浮ーユで波っ三放ネー探越の送スッ夜し怖。コ枠のトいがンで日話テlIにKJ次ン出話利はツ会。用を2っDのg-Vた∞D1ド」5に「ラ1分駄なもマ×目白ど1「な5I地モS0りF本上リにl波。ノ」thキな拍オど。1
イムに
l回10 コンテンツが少ないがISPか自前

か模索中 その
では

ネット闘辿事業 (WEB，携11~ ， VODなど)総収 非公開 非公開

入

総ネ拶ッ資ト関連事業の体制と人員 メディ罰ア事業周 約四人 サーバー維持問など柏
2憧円

宣伝部 (WEB)，コンテンツ事約指5部人と(Y外O部D委など)，
ワンセグなど 5セクション 託|

デジタ)l.，11::閲グ述放送
1 )ワンセ についての準備，構想 'eる。

態評i
2 双方向テレピの閲克

23)) 。対ユ策のすー範ザべク国をき内破にメなすらリ容るッ認トであるきのるかが疑時。3) IPマルチキャストによる地上波再送信につい
て

トワ 域形での1P同 2 ) 
抵抗 。

3 ) 
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放送と通信の「融合」ーその現在値を探る

A8C朝日放送(ァレピ朝日系) M8S毎日放送 (T8S系) テレビ大阪(テレビ東京系)

資制での意良本通方義いも主変信がにこ義社会では放送生ろし「放目でうま公送の。弓買正」こしと収かなと:情はもし、事報うあ指ツ国るを性。不ー民1ル追特に皮迭の求定と存主の多っ体軸
4場資ら3放本との文送し論化て業理は界とコメント間芝分保生 個人的にるはの通信だ業ろ界か メ理デた杜だィアは通巾り手側だけでなく収!受け手も間活もふく

は「背い 」に見えて う。立 め 会ののシステム株L、買だ して り手の

放わと同と泌融か時っ合疑てににいな伝しっく!え世てだるしまう は っ数在て
としては かるが，政送機|刻という 論だけではうまくいかな ろう。
しては遣う。

間だ。

放萱後は送場激もの必でしよ要技くう変に術に応化的1じ!な対て鼎「多融よ電数合り話にJ般か送は傾ら信も向IすPうにI終こるIまわイ協でっン前変てタ」わいーしネットの
放通い送信ろののな特方業性者がか得とら意付でなきき合ごるとうこの也とがあ， できないことがある。 百草。あ技がる足術コりない伝。ツ「送は放路連送携，と端す通末る信はがの融融持合合術ししのでな融Lも合、。」でfあE っるoた通。信今

り，目的に応じていろ るである 文
よ1'0 で ンテン

ていくロ

l2345) ) ) ) ) I2)) 利1祷デ9s組用ベ6年広。ロ。報不ッい曲のパ也政まー情月がと間報強の13い評B70組が10万Bに'P取v2聞0引0す0で年る年広頃間告か1 代2ら億理1Jr~底円長のにと
45) ) 収入。

3))ローカル制ネ作番組す肝べて

4 インター ットの としてン各視聴番トが組者書でど担当者が
迎常。~管2埋D件しだてがAD調輸や出タjレjこ き込み。l日10 うしのコ

6 ) 6 ) 

7) 

!i語?謝間;ioト
7) ド!氏

8 ) パナ一未広来告は料読はみ非き公れ開なー推定年111]1 -2，000 など) 8 ) 。今後
万円。 い 8)パナ一広告はテレビ本体の数百分のー

2l )))) 有非料公人校野開サ情報球イ推な!ト定阪し(聞神。7西課タ38官金イ万出はガ人)N。T(ス月IF対仙2ド西6報コ2地円モ!区ニが1管ュ位理ー) 
231))) 性有数ア「お日万FニIじ会人なメゃ予日どマ制。告ガア」3アン1名5ナケ円前ーウ/?ント月メサにル利ーア用ド守 生年月日

1) 3キキリアlをでつ無く料り需サ組イ ト告。主~Uのにサ10イ月かやら外「勝部
手サイト」 広 ト

34 佃高ど スな

23 )) 型番名いプシ前組まレョ生1連!ゼッ0年甘動ンピJ0月の町ン人ト日応グク。屯な募サイ将話どズなイ来番をにどト深1号参に1く加2リ収メ万でン集ル人クきアをた制ド希り丑望宣且叫者伝動に!使画血液う4) 7':=';C"1'.g;.， 7T'7:/-Ij--， 番組曲者メロ!
5 )ゴl公開推定年間 2-3憶円 非着ボイス

5 ) 公開 4 ) 

5 )広告料上乗せなEで年間的2億円

一一ιH柵っき4律H-的H叫に…4ラ週~一明日一円俳

ア局ニン(配制メツ信作はが規共少は伊生同な!制いワ課作。イ金者自ドγ制のがスIで多Sテ配Pくムな信i，どすス個へるト人の情ッはク報で扱りスきい

今のところなし。売れるコンァンツがない。
から 自 るコン
000 テ ク大き

など)

公開

非公開(推定10倍円以上) 非公開 年間約4恒円

デジタル業務部 30人非公開(11'定6億円以上) メディア開発局 メディア戦年略室 10人(うち社目 5人)
総経野 間1億円

1 ) 年搭を組準以的備後判， ーュ ス 天ト気と行なは辿編ど励の成データ放送

】一A糊t丸月tF」蹴d蹴山削間村T):42雌柳闘Mー官ー川に柑色官一日…と凶レし品もた柑開問F1山械l問囲2記民開的眠z3、z ;Fぷ:i社ifiこt鵠2f2qJ1t品hz?r士ふi?ら由iM型控WEF号， 
モパイルサイ 予定。 2008

のS!l!自放送として現 にそ外ぐわな 2) 3 デ 2 ) 

双い人間生方行活向動パ番原組タ理ーににつン即のいし方てたへ編現成の時企点サデでーーはピタlスUJー。屋 での
-?j JllAn' '" nt.ffi，':~)lO [..， r.:~I\l m: 11:E11¥':O))v 

サーピ 。
2 ) 確な指針ス。は 3) (っ 3 ) 

たの

路話品主j込狩fs￥著出書さ主*'''将1J'e-J 

を

るでだ成ろ功う。

問。
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表5 名古屋地区の民放5社へのヒアリンヴ

東海テレビ(フジテレビ果列) 中京テレビ(日本テレピ革列)

2収00冒5年101月のライブドアによるニ.，ポン放統送合株提買案 回答留保 彼戦後らはマネ グ ムをしている。 方ポでッ放ト広送告局制も
，と 見月の楽天によるTBS株買収，経営 長大の成功抜モデルといわれるス

をうるか みの経営から けさらない。

「放送と通信の融合」についての車;見

確が「ご融なあと合情にりj報!はは通辿を無信確携埋実とす。はにるコ異とがンなどテ!るけン欣ロッる迭を「に公どは共うコ性V'i~~スjFとかトをいな安どう機能
百を薬たの定義官も流はを積れど極にうでもよい。組い信だに対し放送が壁

役く正割 てて 的は逆に取らえな ろう テレはビ風局lj 
として巡 り込むべきだ。が会社

かない。

百町Bサイトについて
1)スタ ト居間円全域

23 掲動番目組示画的板ごコとのHP
23) ) 

4) tt'i:iKtff (sBS) mき

5 ンテンツ

6 シ貝告ョ制収ッピング
4 ) 

5671 ) )「な7 会
8 広入

8 )円

5 ) 

6 ) 

7)一時以15万人の宜録な会い員会カ旬、たが間人情報保謹
法{去に「使困って 員を棚卸ししていま l
万少な人。 い込み」はコストが多くメリット

ない。
8 )し

携2345l帯会会個会収電員員人話員入制数ササ情報は← イトについて 1 ) 査基で無もメ地料録本ド築会ルはラ1万使員中出マ脚) 数わし(ドラマ間連コンァン ツ'1'心に有料

1) t品叩ド5c7fピ2ジ甜トpヰfm』品夕川刊目強崎F間柏LノM函町芯違問問4出問gM「ゥZ 乎

あるか7無料，有料か?

2 ) 千人
Z34) ) ) 3 ない

ピス 4 て本総閲選覧挙への声梢など集)める (有料
などを忽中

5)なし

5 )期月 的 300万円

番組のプロ ドパンド配信 (VOD) 外からのアプロ チ問辿あ圏モり，対応を議論外註'1'だが権利 やりたいがコンテンツがない

処で理権利の金世用対配効の果経に 。 ドラマは してるの しかし Iソース・マルチ展T丁開は深夜番組「ウキ→
分 団 デJ'が使えない。 ピジュ」などで実験的に うG

ネット凶述*業(、四B.携帯.VODなど)総収
入

なし 年脂庖間舗約5か3ら00の万収円入な(、四ど)町1;告代!グルメサイト山

ネット関連事業の体制人民 編経人成)世局デジタル推進室など 約18人(うち社員 6

P売ぷメ(CうデCす，ちMるィ1社SHア。を員開ヘネ開4発ッ発デ人局ト。ー)のデ全経タジネ欣国費タッの珪はルト約をロメワ5同デー，0カ叩じクィルテ万化ア局円ン開でプに発ソ部 約20人
総経世

約 1億円 レ トで結眠
システム
フトの共同

ができる。

デジタJ'化l則2放s 

1) 7-';;会開一ででL川りFaewす旬『畑即劫}ス割E剛mH思'1'ず川で刷o2J加クュ叫3イ俳M機ズ=5岡川{削叫千叩人柳耐机下村OJ44r町3る引ー4書4 タI 

1 ) デ タ放。県送Jの也lデは町情民ジ情報の報実を蓄証の積実配酷給，監で基理つ部す作なるシステム1)ワンセグ 迭についての準備・構忠 が大岐阜切 がをりのでき
2 双方向テレビの閲覧 2 ) 組早。押 た 成搭札し

3) IPマルチキャストによる地上波再送信について マ~ー。
セグ 2)) コストがかかるのでや民考ら放なえい
放:m

3 時を珪伐の流れとはい免。許え2の局， の方ぶ立れを場死"守でだすはろ電るう波J3クリ てて県域 。だ

ン。 がローカJレの l はつ ロ

3 )政迭はフルギャランテ年ィだが通に拙信はベストエ
フオートの世界。 2011 まで 術的問題が
クリアできるか。

」
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放送と通信の「融合」ーその現在位を探る

名古屋テレビ(テレビ朝日系) CBC中部日本放送 (TBS果) テレビ霊知(テレビ東京系)

ライブドアや楽信天のiはEパLートナーシップの経験がな

か速当ほ道然どら路起放!な送部こ分らにる放べ近的送寄なきは引連る会の携般現かは道象自らで始で然スのめあピ理るりー。べlド通だきが信がだ追文。がい化通括す遣信がぎ迫すがる高。るう 者マ「り手いネしに誼なー入信ゲいれ事。ーた業彼ムL経やらリ営のMと者事&思が業Aはう欣によ送ど般う局ん企だにな業が特役社別}に会目立な的につ意が識はの認はかをもち
く，放送と遇 、がわからないのだろう。 っき

? 
めら

れるが，欣迭はいろいろな也のの積みEねででき
ているから認められな".

「融合」ではなく)「連携生jカによる通補信完で関詳係細。を放珪
作で「融あと合役り」 ではなく。「「何迎通拙を信伝」業がえ者正るは確か河。」通信は伝テ原稿送ンB手ツ'f段制L、放送がら放と「活迎通J信に持」ははが現貨適f象工当面が。はあイ叫るン。ているが役割トはは無全法くiJi¥うのリーチ(島容力を ‘して 引っ

訓音般がE回道迫避は =コン
か ターネッ 地1í~

探りだす。 う かいて だ
たりど， んだりしてコンテンツを原作ってみ
たら うか。

342l) )) ) ど

l)) 1997年内ど容現告在知1.3叩-1.5凹万気p象v/!月
321) ) ) 2 業報務な ，ニュース， イベント↑ii

j F;T;伝f曾ら糊統;し誌τt記の眠; 立:!第?: 
5 )ビ

6 )イ 561 ) ッ「ズれ. 1昏組
1I，'i とき

ョ注ッ文ピング
の。売

7) 管ン即ヨすツるリグス万はク会円十員コ制ス。ト個>人ピ情ン相ネはス利名阪益では

7) 

8 )が 8 )ない。本業に悪J;~腎与えないため。

8 ) なし。 番i辿貼市組いいれ広の。」で告独と主は立い付性とっ録パてを守ナに「スーなる広ポ告ッ主のパヅティングが トj活1¥すとか信らパの
ナーも る。放通
領域の

山2剣}認山日す靖間る広ケ人宮町→飢?一山f制l罰um則一u川ノuHpレ…ィ
2I3)1) 個C無2W東0B料人E0京C~B情会モ・3報(員0大パP0はC万制阪イ)利pルととv益/述(同よシ月いじりョ名リッ古スピ屋クンで!グはコ)パス8イHトが小さ く! 

説吹F雪h 詩ff路前Ei官:;z 
2 3 ため コアなブ

が大き". る。
の5分香組「近、

45)) ョッ から開始。
4 ) ント築内なグラ

ピ電話でケータ メルマガど。
ドコモのテレビ

5 ) 
5 ) 

コンテ権ン平ツIj処がEあ11 れば15Pに ~I' したい。 、然どりや紀行 今を生はないが系列〈に参加してISPに出した".通信

ロ カ今紀ケルDラV年プ番行D!旺スコ組を制をメ!作は作見デレVりをOつンィl依Dはけタ放組コ音カる送ンし。楽ー後てテ拙会もDンきふ社椛VツたDがでくのにも動海め作でな外画て成地旅配著り上に信作行し波権但たはく番。処い進じ組理。のめこ

ものが しやす"が，売れるカ うか。 かしてい 。 し油、し

ための
カナダ
うした

たが台楽湾だった。

年間的 5-600万円 年間数千万円 年間数百万円

編拘ルr，成1は、5ま制でI.i!の作き円と局てこ(デい外ろジな部広タtスリル報タ推宣ッ進伝プ部イ入ン門17フ間人ラは(。別うビち)社員 6人)

編成局デジタJ叶佐世部
閣広4報成-c田宣i，O伝メ叩費デ万とィ円ア(問社先員部 なタどト 8人3人以の人件賀!被備費)

ジネスモデ

1 ) 

1) 羽の来エ搭に組躍年田コン動。タ年ミ4デーュし百円たニテーかのテイタ企ドら放ランィ画2放送ゴメI引送でンン3分十スfはトの情地系LロO上報ミ!Vニ深波カなE帯夜R+ルどT組のスネH。パポ」ッ情でーイト報系

川1)揺5169九温1を込1部まも:憐ζ品i川5ijzてfg叫iiが?i?珊掛i;;調弘

ツロ中ッ継ト

2 ) は万悼
+モパ

イJ'のマルチ民間。
2 ) 3) 2011年までにアナロ、グ品て伴のが減担必す本要るためにな， 色々

ゃるのはいいが手，放当 がI調されいよ
3 ) うに.tln完的な 。

3) 
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