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2012年のデータでは，平均視聴時間は1人1
日4時間53分と世界で最も多い。それに加え
て，“家（リビング）”や“テレビ”，“コード”な
どにしばられない方法でもコンテンツを楽しむ
ようになっているという意味である。その最大
の要因が，AppleのiPhone，iPadに代表され
るスマートフォン，タブレットなどのモバイル端
末の登場と，急速な普及，劇的な性能向上で
ある。アメリカでのiPhoneの発売は2007年6
月（日本では2008年7月），iPadは2010年4月

（日本は同年5月）である。日本で言えば，6年

 アメリカ
１.視聴者のメディア利用：脱テレビ端末へ

アメリカでは2009年6月に地上デジタル放
送への移行が行われた。それから4年半，映
像メディアにおける多様なデジタル配信／視聴
が行われている。

ここで言う視聴者の“脱テレビ端末”とはテ
レビを見なくなる「テレビ離れ」という意味では
ない。視聴者は家庭でコードにつながっている
テレビで様々な番組を従来通り視聴している。

完全デジタル移行後の世界の放送動向
メディア研究部（海外メディア研究）

欧米先進国や東アジアの多くでは，2012年をもって地上デジタル放送への移行が完了し，放送の
プラットフォームは一部の国のケーブルテレビを除きデジタル化が完了した。一方，放送コンテンツの
伝送路としても利用可能なブロードバンドの普及は，多くの国で70％を超え，スマートフォンなど携
帯端末は目覚ましい勢いで普及している。

海外メディア研究グループは毎年『NHKデータブック 世界の放送』を執筆・刊行している。過去
10年余りのデジタル移行期には，主に2つの観点で情報収集と執筆に努めた。1つめは，各国が地
上デジタル放送の移行をどのように進めるのか，2つめは放送と通信のインフラ融合状況に伝統的な
放送事業者はどう対応するのか，という観点である。

そこで，地上デジタル放送への移行完了という節目をとらえ，アメリカ，イギリス，フランス，ドイツ，
イタリア，スペイン，韓国の7カ国について，各国における視聴者のメディア利用，デジタルサービス
状況，アナログ放送終了後の周波数の再編と活用，最新動向と課題の4つの項目で，放送の現況
を概観する。

なお，情報の収集にあたっては，関連各機関のホームページや報告書等を利用したが，誌面の関
係上，公開され利用可能な文書を文末に掲載するにとどめた。
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前にはまだ“スマホ”は世間に存在しておらず，
タブレットに至っては登場して4年も経っていな
い。その普及の速さに驚く。

Appleに続いて，GoogleのAndroidなどを
搭載した多様なモバイル機器が登場し，市場
は活況を呈した。各国で開かれる電気・電子機
器の展示会では，様々な可能性を秘めたモバ
イルのコーナーに広いスペースがあてられ，多
くの人を集めている。Nielsenの2013年12月
の発表によると，アメリカ国内で普及している
3億台以上の携帯電話のうち，3分の2（65％）
をスマートフォンが占めている。また，タブレッ
トの世帯普及率は約3割（29％）にのぼる。

容量が増加し通信速度も上がり性能が飛躍
的に向上したモバイル端末は，通信やゲームな
どの用途に加えて，“映像を見るための端末”と
しての機能が向上した。このことは，家庭のリ
ビングでテレビを見る習慣から人 を々解き放ち，
タイムシフト（好きな時間に見る），プレイスシフ
ト（好きな場所で見る），デバイスシフト（好きな
端末で見る）を可能にした。一言で言えば，ア
メリカにおけるアナログからデジタルへの変換
は，視聴者の映像視聴（放送に限らない）に
対する様々な欲求を満たすために，サービス
提供側が多様な選択肢を用意することを可能
にしたと言うこともできる。

　
2.デジタルサービス状況

こうしたユーザーに応えるため，事業者側は
デジタルの利点を生かしてあらゆる方法でコン
テンツを届けようとしている。放送事業者は，
まず放送波を使って家庭のテレビ向けにオンエ
アする。そして，それを自局のウェブサイト上で
配信することで，パソコンで見られるようにす
る。さらに放送局によっては独自アプリを開発

し，モバイル端末向けにも展開する。
一方，こうした放送事業者とは別に，最近

大きな勢力となっているのが，Over-The-Top
（OTT）サービスを行う動画配信事業者であ
る。OTTとは特定の通信事業者を介さないイ
ンターネット動画配信サービスで，代表的なも
のには，YouTube，Netflix，Huluなど が あ
る。YouTubeはユーザーから投稿されるテレビ
番組などの違法動画が問題になったが，現在
では影響力の大きさから多くの放送局がパート
ナー契約を結び，YouTubeにコンテンツを提供
している。

NetflixとHuluは，テレビ局や映画会社か
ら提供された多くの番組や映画を契約者に廉
価で配信するサービスである。Netflixはかつ
てはDVDの郵送サービスを行っていたが，現
在ではストリーミング視聴が主である。世界 40
カ国以上で事業を行い，契約者数は米国内で
3,000万，海外1,000万と飛躍的に増えている。
この数字は，話題のドラマなどを多数制作し
ている代表的なケーブル専門局HBOの2,900
万を上回るもので，人気の高さがうかがえる。
Huluも契約者が500万を超え，米国以外では
初めて，2011年から日本でも事業を開始した。

放送局の自社サイトで無料配信される番組
が放送直後のものに限られるのに対して，有
料のOTTサービスではシリーズもののすべて
の回が見られたり，視聴の途中でデバイスを変
えても同じ箇所から見られるなどのメリットが
ある。調査会社の調べでは，現在，米国内で
NetflixとYouTubeの2 社だけで有線ブロード
バンドの全トラフィック（通信量）の50％以上を
占めており，その寡占状態も議論の的になって
いる。

一方で，こうしたOTTサービスの急速な普
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及に危機感を持っているのが，ケーブルテレ
ビや衛星放送などの既存の有料放送事業者で
ある。一般にアメリカの視聴者は，地上放送
をアンテナ受信で見ている人は全体の1割程度
にすぎず，9割はケーブルテレビや衛星放送に
加入して再送信される番組を見ている。ケーブ
ル，衛星，さらに通信の各事業者は，テレビ，
インターネット，電話のトリプルプレー・サービ
スを提供して契約者獲得にしのぎを削っている
が，利用料金が高額になるのが利用者の不満
のタネだった。近頃はOTTで見たいコンテン
ツが安く見られることから，高額なケーブルテ
レビなどの加入契約を解除する「コード・カッ
ティング（cord-cutting）」の動きが顕著になっ
ている。最近の調査では，およそ5人に1人が
契約を解除した，あるいは契約を縮小したとい
う数字も出ている。こうしたことから各有料放
送事業者は，「TV Everywhere（どこでもテレ
ビ）」を合言葉に，契約者に対してコンテンツ
を従来のセットトップボックス経由だけでなく，
パソコンやモバイル端末でも提供するようにし
て，利用者のつなぎ止めを図っている。

新たな機器の開発も進んでいる。Googleが
去年（2013年）7月に発売した「Chromecast」
はUSBメモリに似たスティックで，これをテレ
ビに差し込むとモバイル端末やパソコンで受信
した映像がWi-Fiで転送されて，テレビの大型
スクリーンで見ることができる。価格も35ドル
と安く，Apple TVなどと並んで，テレビを受
信機ではなく“ディスプレー装置”として使う動
きとして注目されている。

Nielsenは今年（2014年）の秋から，従来の
テレビ視聴率にスマートフォンやタブレットなど
モバイル端末の視聴率を加えたものを発表する
ことを決めた。放送事業者や広告業界から，視

聴形態が多様化するなかでより正確な視聴率を
知りたいという強い要望が出ているためである。

そうしたなかで，最近アメリカで大きく注目さ
れているのが，モバイル利用の生命線とも言え
る「周波数帯（spectrum）」である。十分な周
波数の帯域を利用できるからこそ，既述の様々
なモバイルサービスが成り立っているのであり，
それなしでは今後のモバイルサービスの可能性
は限られてしまう。

３.アナログ放送終了後の
周波数再編と活用　

放送・通信を所管する規制監督機関の連邦通
信委員会（FCC）は今年，世界で初めての試み
となる周波数オークション，「インセンティブ・ス
ペクトラム・オークション（Incentive Spectrum 
Auction）」を行うことにしていた。アメリカでは
これまでの20年間で90回余りの周波数オーク
ションが行われてきたが，インセンティブ・オー
クションが過去のものと大きく違うのは，“放送
局が使用している周波数帯域を自主的に返上し
てもらい，オークションを通じて通信事業者に配
分し，その収入の一部を放送局に還元する”方
式で初めて行われる，という点である。

背景には，モバイル端末の急激な増加によ
り，ブロードバンド用の周波数帯域が足りな
くなるという懸念がある。FCCの試算では，
2012年からの3年間で通信トラフィックは実
に35倍に急増するとみられている。このまま
では，いわば“道路”が狭いままなのに，走
る“車”の数が爆発的に増えて“大渋滞や事
故”を引き起こしかねない。そこで米国議会は
2020年までに500MHz分の周波数帯域を新
たに確保することを目標とする法律を作り，そ
のうちの300MHz分を2015年までに調達する
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としている。
周波数は，波長によって伝達できる距離や

伝送情報量などの特性が異なるため，モバイ
ル・ブロードバンドに使うのはどこでもいいとい
うわけにはいかない。最も適しているのは300
～ 3000MHz（3GHz）のUHF（極超短波）で
あるが，通信など様々な用途に使われるUHF
の周波数は混雑している。そこでFCCが目を
つけたのが，現在，地上放送局が使っている
UHFの周波数帯域だった。

地上局に白羽の矢が立ったのには，現在の
彼らが置かれている状況に理由がある。かつ
て地上テレビ放送は，テレビの主役だった。ア
メリカ国民は夕方の3大ネットワーク（ABC，
CBS，NBC）のニュースを見て世の中の動きを
知ると言われた。しかし，1980年代からケーブ
ルテレビ，さらに90年代には衛星放送が急速
に普及して，現在では数百チャンネルにのぼる
選択肢が用意されるようになった。また最近で
は，インターネットによる番組配信も増え，相
対的に地上テレビ局の視聴率は下がっている。
FCCでは，比重の小さくなった地上局に，こ
れまで通り多くの周波数を割り当てておくことは
効率的ではないと考えた。

現在，地上局には600MHz帯を中心に，合
計で294MHz分の帯域が割りふられている。
FCCはこのうち40％にあたる120MHz分を返
上してもらい，それをオークションにかけて，
モバイル事業を展開する通信事業者に割り当て
ようとしている。周波数を返上する可能性があ
るのは，視聴率が低迷したり，経営が苦しい
小規模な放送局で，彼らに対しては周波数返
上と引き換えに，一定額のオークションの売り
上げがインセンティブとして支払われる。全米
放送事業者協会（NAB）は，オークションの実

施は地上放送の一層の地盤沈下を招くものだ
として反発したが，社会全体の流れとしてモバ
イル需要が増えていることに加え，放送事業者
自身にとっても今後のコンテンツ配信のプラット
フォームとしてモバイル利用が欠かせないこと
から，状況を容認している。インセンティブ・ス
ペクトラム・オークションの実施は，アメリカに
おいて映像サービスのメインプレーヤーが，放
送事業者から通信事業者へシフトしつつあるこ
とを示す象徴的な出来事とみることもできる。

その後 FCCは2013年12月，準備に万全を
期すためオークション実施を2015年に先延ば
しすることを明らかにした。引き続き，周波数
をめぐる今後の動向が注目される。

４.最新動向と課題
最後にアメリカで展開されている様々な新

サービスのうち，注目を集めたり論議を呼んだ
りしているものをいくつか挙げる。

そのひとつが「Aereo」である。2012年2月
にニューヨークでサービスを開始したAereoは，
月額8ドルで契約者に小型のアンテナを配り，
インターネット経由で4大ネットワークやPBSな
どの地上放送30チャンネル以上（NYの場合）
をパソコンやモバイル端末で視聴できるもので，
録画も可能である。つまりAereoを使えば，チャ
ンネル数は限られるものの，ケーブルや衛星に
加入しなくても，基本的な地上テレビを安く見
ることができる。OTTサービスがドラマや映
画などいわゆる「ストック系」のコンテンツに限
られているのに対して，Aereoではニュースやス
ポーツ中継などの「フロー系」番組を含めて，オ
ンエアされているものがそのままネットで見られ
る。ケーブルや衛星では，見ないチャンネルも
セットで加入して高額な料金を払わなくてはな
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らない「バンドル（bundle，一括）」契約が一
般的だが，Aereoのサービスは，こうした契約
形態に不満を持っていたユーザーたちの支持を
集めた。

ところが，Aereoは地上局の放送をネット上
で配信するにあたり，テレビ局にコンテンツ使
用料を払っていなかった。これに猛反発した
FOXなどのテレビ局側は「Aereoは我々のコン
テンツを盗んでいる」として著作権侵害で同社
を訴えた。しかし地裁に続いて，ニューヨーク
州連邦控訴裁判所は2013年4月，「同社のサー
ビスは料金を支払わなければならない“public 
performance”にはあたらず，著作権法には違
反していない」として，配信中止を求めるテレビ
局の請求を却下した。

テレビ局にすれば，Aereoや同様のサー
ビスが広まれば，これまで番組をケーブルや
衛星事業者に配信する際に受け取っていた数
十億ドルにのぼる「再送信料」を受け取ること
ができなくなる。また，ケーブルや衛星に契約
する人が減れば，これまで行ってきた放送の
形やビジネスモデルそのものが崩れてしまうお
それがあるため，Aereo型のサービスを認める
わけにはいかない。これに対してAereo側は，
コンテンツを無料で使うことへの批判に対して，

「放送局こそ希少な公共資源である電波を使用
しており，どちらが公共の福祉に貢献するかを
考えれば自分たちに理がある」としている。

テレビ局側は最高裁で争う姿勢を見せて
いるが，判決が出るまで時間がかかり，それ
までの間はAereoのサービスは継続される。
Aereo側にネットワークなど巨大メディアから
の度重なる訴訟にもひるむ様子はなく，むしろ
挑発するかのように，東部から南部の都市で
次々にサービスを始めて市場を広げている。

同じく裁判で係争中のものに，衛星放送大
手のDish Networkが提供する「Hopper」が
ある。Hopperは，コマーシャル（CM）をスキッ
プしてテレビを視聴できるサービスで，2013
年の全米家電見本市（CES）では最高賞にも
選ばれた。これに対して，4大ネットワークな
どは，CMをスキップすることは主要な財源で
あるスポンサー収入の減少につながるとして，
Dishにサービス中止を求めて提訴した。しか
し，カリフォルニア州地裁に続いて，同州の
控訴裁も2013 年7月にネットワーク側の訴えを
退けた。いわば，ユーザーの利便性を考えた
サービスが，メディア企業のビジネス理論を打
ち破った形である。Hopperをめぐってはほか
の地域でも裁判が続いていて，最終的な結論
はまだ出ていない。

一方，2013年夏には，ケーブル事業者大手
のTime Warner Cable（TWC）が，CBSの番
組再送信を1カ月にわたり中断するという事態
が起こった。CBSが，受け取る再送信料の値
上げと，コンテンツをケーブル以外のネット動
画事業者にも配信する権利を求めたのに対し
て，TWCが難色を示したことが理由だった。
CBSはプラットフォームを広げることを求めた
のに対して，TWCはコンテンツの囲い込みを
求めて両者の利害が対立したが，最終的には
CBSが押し切った。

これとは別にケーブル最大手のComcastが
最近になって，これまでよりチャンネル数を減ら
して料金を抑えた低価格パッケージを発表し，
業界2位のTWCもこれに追随した。これまで
どちらかと言うと地域独占企業であるがゆえに
高圧的な態度をとることの多かったケーブル大
手事業者が，度重なる高額料金への批判に耳
を貸す姿勢を見せ始めている。
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ここに挙げたような諸々の動きが意味してい
ることは何か。それは，アメリカで既存の大手
メディア企業が作り上げてきたこれまでのビジ
ネスモデルやルールが，ネットを中心とした新
しいプレーヤーの参入によって見直しを余議な
くされているということではないか。Aereo型
のサービスは以前では考えられなかったもので
あり，「CM」や「再送信」，「バンドル」など放
送業界ではこれまで当たり前とされていた考え
方も大きくゆらいでいる。やや大げさに言えば，
デジタルの到来でアメリカの放送事業に“地殻
変動”が起こっているようにもみえる。

おりしも，2013年11月に，FCCの新しい委
員長にトム・ウィーラー氏が就任した。同委員
長は，就任直後の講演の中で，アメリカメディ
アの基本は“競争（competition）”にあると述
べた。FCCは必要以上の規制や介入はせず，
基本的には市場の競争にまかせるという姿勢
を強調した。
　現在，私たちが日常的に目にし，恩恵を受
けているメディア企業はいずれも若い。Apple

（1976 年設立），Amazon（1994 年），Google
（1998 年），Facebook（2004年），Twitter（2006
年）などである。76 年設立の Apple にしても
現在の大躍進につながるのは，90 年代に故ス
ティーブ・ジョブズ氏が復帰して以来のことであ
る。この10 年余りの間に大きく台頭した新興メ
ディア企業が，1920 年代から活動を続ける既
存メディア企業と同じ土俵で“競争”を繰り広
げる。そのダイナミズムこそが，アメリカメディ
アの活力と勢いの源であり，デジタル（インター
ネット）の力がそれを後押ししている。今後，
アメリカのメディアがどのように形を変え，サー
ビスを充実させていくのか，目が離せない。

　　（柴田　厚）

 イギリス
１.視聴者のメディア利用

2012年10月に地上デジタル放送へ完全移行
し，イギリスの全世帯の97％がデジタルテレビ
を所有している。また，放送と通信分野を規制
監督するOfcom（Office of Communications）
の調査によると，2013年3月末現在，全世帯の
80％が自宅でインターネットにアクセスし，スマー
トフォンの所有は国民の51%にのぼる。iPadなど
タブレット端末の所有も1年間で倍増し，24%の
国民が所有している。平均的な世帯では，イン
ターネット接続機器を3台以上所有している。イ
ギリスにおいても，人々のインターネットの利用
の増大と，使用するデジタル機器の多様化やス
マートフォンやタブレットの普及が一層顕著とな
り，テレビ番組の視聴方法に影響を与えている。

テレビにインターネットを接続する方法も多
様である。テレビ受信機にネット接続機能を
内蔵した“スマートテレビ”と，ゲーム機やパ
ソコンやスマートフォン，あるいは衛星やケーブ
ル，IPTVといった有料放送事業者から供給
されるセットトップボックス（STB）を通じる場
合の2通りある。後述するBBCや国内の放送・
通信の事業者が共同で設立したYouViewは，
後者にあたる。イギリス国内で販売されている
スマートテレビはSamsungを筆頭に，Sony，
LG，Panasonicの上位4 社でスマートテレビ市
場の89％のシェアを占めている。2013年の時
点でスマートテレビの所有は全世帯の7％であ
るが，毎年売り上げを伸ばし，2013年3月期で
はテレビ販売市場の28％を占めた。また，ス
マートテレビ所有者のうち，実際にインターネッ
トに接続し利用している割合は77％で，16％
が接続していない。一方，テレビのインターネッ
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ト接続方法は，ゲーム機が15％で最も多く，
STB経由の接続は700万世帯とみられている。

テレビ番組の視聴形態であるビデオオンデマ
ンド（VOD）の利用は，インターネットに接続可
能なテレビやスマートフォン，タブレット端末の
普及が進むにつれ，増加している。これらの機
器を所有している人々によるネット上の動画視聴
行動（最低1カ月に1回以上）は，ビデオクリッ
プのストリーミングあるいはダウンロードが53％
と依然として多いが，テレビ番組の見逃しサー
ビスの利用も40％，NetflixやLOVEFiLMのよ
うな有料サービスでテレビや映画を視聴する割
合は16％である。また，VODを利用する理由
は，「見逃してしまったから」が最も多い（図1）。

こうしたVOD視聴とDVRによる録画再生
視聴やDVD再生を含む「タイムシフト視聴」
は，2012年には10％に増加した。しかし，イ
ギリス国民の間では，所有するデジタルデバイ
スの多様化やタイムシフト視聴が増加する傾向
にありながら，テレビ編成に沿った“ライブ視
聴”つまりリアルタイム視聴の形態が維持され
ている。DVRは全世帯の67％が所有している
が，こうした世帯でも，地上デジタルテレビだ
けを視聴している世帯の間ではリアルタイム視
聴が89％，衛星契約世帯では83％，ケーブル
契約世帯では84％で，リアルタイム視聴が大
半を占めている。アナログ放送時代には1世
帯で複数のテレビ受信機が所有されていたが，

デジタル放送への移行過
程のなかで徐々に世帯あた
りの所有台数は減少して
いる。こうしたことから，
大型スクリーンのテレビが
居間に1台置かれ，家族
が居間に集い，そろってテ
レビを視聴するという伝統
的な視聴の姿を描くことが
できそうである。また，テ
レビ視聴時間はリアルタイ
ムとタイムシフト（DVRや
STB等による録画再生）
の視聴を合わせ，1日4時
間を超えている。

しかし，アナログ放送
時代と異なる点は，スマー
トフォンやタブレットを利
用して，テレビのリアルタ
イム視聴と同時に，番組と
関連あるいは関連しない

図 1　VOD 利用の理由

図 2　テレビ視聴の重複行動

出典：Ofcom Media Tracker 2012
回答者　テレビ VOD：利用者 541 人，オンライン VOD：725 人

出典：Ofcom  The Communications Market 2013
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個人的な行動をとっていることである。
前者の番 組と関連した重複行動（media 

meshing）をみると，国民の成人の37％，16歳
から24歳の若者層では57％がリアルタイム視
聴をしながら，電話やソーシャルメディアを利
用している。例えば図2のように，番組につい
て電話で会話し（16%），メールでやりとりをし

（17%），あるいはソーシャルネットワークを利用
している（11%）。

２.デジタルサービス状況
2-1 デジタルテレビ放送

イギリスでは2012年10月，北アイルランドで
アナログ放送が終了し，全土で地上デジタル
放送へ移行した。地上デジタルテレビ放送は，
無料放送のFreeviewがHDチャンネルを含む
50のテレビチャンネルや30以上のラジオサービ
ス，双方向サービスを行っている。サービスの
中心は，公共放送のBBCや商業テレビのITV
など従来の地上テレビ放送事業が提供する無
料の多チャンネルサービスである。地上デジタ
ル放送でも，Top Up TVという有料サービス
が行われていたが，2013年11月にサービスを
終了した。

イギリスでは，地上デジタル放送は6本の多
重周波数帯（略称MUX）を使って始まったが，
2013年現在MUXの数は8本に拡大している。
MUXの帯域免許は，公共放送のBBCなど5
社が所有し，提供する番組チャンネルやサービ
スを管理・運営している。

図3のMUX 1，2，Bの3本は公共サービス
用とされ，全国の98.5％をカバーしている。ほ
ぼアナログ放送時代と同等の全国ネットワーク
を確保している。MUX A，C，Dの3本は放
送開始時には73％のカバー率だったが，アナロ
グ放送終了に伴い約90％にまで拡大した。

このうち，MUX Bは，2009年からHDチャ
ンネル専用の周波数帯として利用されるように
なり，HDサービスが先行した衛星やケーブル
テレビに対し，Freev iew HDの名称で「地
デジでもHD」をアピールしている。ここでは，
帯域を効率的に活用するため，次世代方式の
DVB-T2/MPEG4の技術が使用されている。
第1世代のDVB-Tとは互換性がないため，地
上デジタルテレビ放送しか利用していない視聴
者は，HDを視聴するために受信機の買い替え
が必要となる。MUX Bに加え，2013年7月に
は新たな周波数帯が HD専用に開放され，送

信 事 業 者 のArquivaに免
許が付与されている。新規
の周波数帯の全国カバー率
は現在50％程度とみられる
が，2014年6月のウィンブ
ルドン・テニスの開幕時に
は70％にまで拡大する予定
である。Freeview HDは，
2013年12月から徐々にチャ
ンネル数を増やし，2014年
内にはBBCの議会チャン

図 3　地上デジタル放送の多重周波数帯

公共
MUX 1 MUX 2 MUX B

BBC Digital 3&4 
Ltd

BBC
（HD）

商業
MUX A MUX C MUX D MUX

ITV plc Arquiva Arquiva Arquiva
（HD）

商業
MUX L

Comux UK
（ローカル）
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ネルとBBC ALBA（ゲール語専門）を除く7つ
のチャンネルとITV，チャンネル4，そしてAl-
Jazeera HDの10チャンネルが提供される予定
である。BBCの発表によると，半数の家庭が
HD受信機を所有しており，2016年には80％，
2019年までに90％に普及すると予測されてい
る。

一方，衛星デジタル放送はthe 21 Century 
Foxが所有するSky Digital，ケーブルテレビ
はLiberty Globalが 所有するVirgin Media，
IPTVはBTによるBT Visionのサービスが行
われ，いずれのプラットフォームも1社独占体制
である。各社とも，DVR機能，HD機能など
デジタルテレビに接続する各種機能別のSTB
を契約者に供給し，映画・スポーツ・音楽・ド
ラマ・子ども向けなど約200チャンネルの多チャ
ンネル・サービス，ブロードバンド接続サービ
ス，固定・携帯電話サービスによる多様なパッ
ケージを提供している。

放送プラットフォーム別のテレビ視聴シェア
は，2012年現在，地上44.8％，衛星40.9%，
ケーブル13.6%，その他0.7%である。アナログ
放送の終了作業を開始した2008年のシェアと
比べて，地上（アナログとデジタルの合計）は
6.7％減少し，衛星は4.6％増加して，地上と衛
星がほぼ拮抗する状態になっている。

2-2 放送事業者による
放送・通信連携サービス

ヨーロッパでは公共放送が2005年頃からイ
ンターネットを利用した見逃しサービスを相次い
で開始した。イギリスでは公共放送のBBCが
2007年12月からBBC iPlayerを開始し，受信
許可料支払い者に無料でテレビ番組の放送後7
日間の見逃しサービスと放送と同時同内容のサ

イマル・ストリーミングを提供している。商業
放送のITV，チャンネル4，チャンネル5も同
様のサービスを行っているが，シリーズドラマ
やスポーツなどの有料サービスも行い，ビジネ
スベースで運営している。

また，地上デジタル放送では，公共放送
のBBCや商業テレビのITVら地上テレビ全社
と通信事業者のBTなどによるジョイントベン
チャーが，2012年7月からインターネット接続
サービスのYouViewを開始した。視聴者が有
線・無線を問わず3Mbps以上のブロードバン
ド環境の中で，専用のデジタル受信機を設置し
てテレビをネットに接続すれば，BBC iPlayer
など放送事業者によるVODや見逃しサービ
スをはじめ，YouTubeの無料動画や有料サー
ビ ス のLOVEFiLM，Blinkbox，NOW TV，
Netflixが利用できる。YouView専用の受信機
は家電取扱店で約170ポンドで販売されてい
る。YouViewのウェブサイトの情報を見る限り，
ネットに接続したデジタルテレビで，単にBBC 
iPlayerなど事業者ごとの見逃しサービスにアク
セスするというサービスではない。このサービ
スの特徴は，デジタルテレビ放送で利用できる
ようになった従来の電子番組ガイド（EPG）に
代わる機能を果たすことだろう。これまでEPG
で見たい番組を探して視聴し，あるいは見た
い番組を録画予約してきたが，これに過去番
組の中から見たい番組をVOD視聴する機能が
加わった。

YouViewのテレビ画面にはBBCや商業テレ
ビの無料の各テレビチャンネルが縦に並び，横
に放送日をはさんで前後 2週間分の24時間の
番組時刻表が表示され，利用者はリモコンで
縦・横にスクロールしながら，見たい番組を選
択することができる。YouViewのSTBが BBC 
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iPlayer等からの情報を統合し，利用者は番組
表の番組をクリックするだけで，リアルタイム
の視聴を選択し，あるいは見逃した番組を視
聴することができる。番組ジャンルごとに見た
い番組を探すこともできる。また，テレビ番組
を視聴している最中に，画面上に番組ガイドを
オーバーレイすることで，見ているチャンネルと
は別のチャンネルの見逃し番組を12時間まで
さかのぼって選択視聴することができる。

一方，衛星のSky Dig ita lやケーブルの
Virgin Mediaといったプラットフォーム事業者
も，ブロードバンドに契約する加入者に対し，
見逃しサービスを含めたVODサービスを提供
している。BBC iPlayerをはじめとした地上テ
レビ系の見逃しサービスはすべて，衛星とケー
ブルのプラットフォームでも契約者に追加の料
金の支払いなしで提供されている。イギリスで
は，放送や通信のインフラの相違や，放送の
プラットフォームの相違にかかわらず，インター
ネット経由の見逃しサービスが，テレビ番組を
視聴する方法としてどこでも利用できる標準
サービスとなっている。

イギリス国内で見逃しサービスの先駆けと
なったBBC iPlayerからのテレビ番組の月間
リクエスト数 は，1億9,900万 回（2013年10
月）にのぼる。2008年春には月間リクエストが
1,000万件にも届いていなかったことを考える
と，iPlayerは驚異的な速さでユーザーを獲得
したといえるだろう。また，これらのリクエス
トは，タブレット端末などモバイル機器からが
41％，パソコンが33％，ゲーム機 /ネット接続
テレビが25％となり，1年前に比べモバイル機
器からの利用が2倍近くに増え，パソコンから
のアクセスが相対的に減少している。

３.アナログ放送終了後の
周波数再編と活用　

ブロードバンドの需要が急速に高まるなか
で，すでに使用している周波数帯やアナログ放
送終了で空く周波数帯を再編して，無線ブロー
ドバンドに転用することが急務となっている。
イギリスにおいてアナログ放送終了後に開放さ
れる周波数帯域は，600MHz帯，地域によっ
て未使用の地理的インターリーブド・スペクトラ
ム，および800MHz帯である。一方，こうした
周波数割り当ての検討と同時に，超高速ブロー
ドバンドのインフラ整備も重要な課題である。
イギリス政府は，「2015年までに欧州連合加盟
国のなかで最高の高速ブロードバンド網を整備
し，国民のすべてがブロードバンドにアクセス
できるようにする」という目標を掲げ，90％の
世帯や事業所が最低 24Mbpsの高速ブロード
バンドを利用でき，全世帯に対し最低 2Mbps
のブロードバンド・アクセスを保障するとしてい
る。このため，都市向け・地方のコミュニティー
向けに総額約7億ポンドの基金を設け，基盤
整備に取り組んでいる。

しかし，アナログ放送終了後の「空き地帯」
の有効利用計画のなかで，イギリスでは地上
デジタル放送の高度化や拡充が優先されてい
る。その1つは，地上デジタルテレビ放送を完
全にHD化することである。すでに述べたよう
に，地上デジタル放送でのHDサービスが拡充
しつつあるが，これは，「空き地帯」を2つの新
規サービス用に開放したことによる。そのうち
1つが4G無線ブロードバンドに利用され，もう
1つが地上デジタル放送でのHDサービス用に
割り当てられた。これによって，地上デジタル
放送では合計2本の周波数帯で当面10のHD
チャンネルを放送することとなった。制度上公
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共サービステレビと規定されるBBC（8）やITV
（5），チャンネル4（6），チャンネル5（3），そし
てS4C（ウェールズ語1）とMG Alba（ゲール
語1）の6つの事業者はSDで合計24のテレビ
チャンネルを行っている。（　）内は各社のチャ
ンネル数である。これらがすべてHD化すると
仮定した場合，少なくともさらに2つの多重周
波数帯をHD用に割り当て，SDからHDへの
移行に備える必要がある。

もう1つの空き地帯の有効活用は，地理的イ
ンターリーブド・スペクトラムを利用して，地上
デジタル放送にローカルテレビサービスを導入
することである。イギリス政府は，地方分権下
における市民の政治参加とローカル都市におけ
る経済の活性化や雇用の創造という2つの目的
で，全国40余りの都市でローカルテレビを導
入することを決めた。免許付与の作業は着 と々
進み，すでに30 都市でローカルテレビの番組
免許が付与されている。ローカルテレビの番組
制作や周波数運営のための立ち上げ資金とし
て，テレビ受信許可料が充てられることになり，
BBCが事業者と協議しながら，資金を分配し
ている。2013年11月26日に，ローカルテレビ
の第1号となるEstuary TVが，イングランド
東部のグリムズビーで開始された。地上デジタ
ル放送のFreeviewでは，チャンネル8の番号
が使用されている。

イギリスでは，ラジオについてもデジタル放
送への完全移行が，政府の政策課題でもあ
る。デジタルラジオ（DAB）は1995 年に開始
し，地上テレビと同様に，アナログ放送の継
承と新規サービスの導入の方針のもと，全国
規模の多重周波数帯とローカルごとの多重周
波数帯が利用されている。全国放送はBBCの
11局と商業放送の14局が放送され，ローカル

では合計300を超えるラジオ局が放送されて
いる。また，DABの各局はFreeviewをはじ
めとしたすべての放送のプラットフォームとイン
ターネット上で提供されている。イギリス政府
は，2015 年にアナログ放送を終了するという
目標を設定し，終了には「デジタルラジオの聴
取シェアは50％，全国網はFMラジオと同等，
ローカルのDABは90％の人口とすべての幹線
道路をカバー」という条件を示し，官民一体
となって「デジタルラジオ行動計画」を作成し
DABを推進してきている。BBCと商業ラジオ
団体とによる聴取率調査会社のRAJARによ
ると，2013 年9月現在，DAB 専用受信機の
所有は全世帯の45.2％，ラジオ聴取シェアの
35.6％だった。イギリス政府は2013 年末に終
了の時期を最終判断する意向だったが，ラジ
オ業界から「時期尚早」という反対の要望もあ
り，アナログ放送終了の決定は先送りされてい
る。

４.最新動向と課題
無料・有料あるいは公共・商業を問わず，テ

レビ事業者はみな，「あらゆるプラットフォー
ム，あらゆるデバイス」に番組やチャンネルを
供給することでテレビ番組へのアクセスを向上
させ，番組の価値を最大化しようとしている。
とりわけ，BBCやITVらによる地上放送プラッ
トフォームに向けたYouViewサービスの試み
は，放送・通信連携による新たな付加サービ
スの提供というよりも，無料放送事業者による
視聴者の番組へのアクセスの利便性を高める
仕掛けであるようにみえる。一方，有料放送
事業者による新たなビジネス展開もみられる。
衛星放送のSky Digitalは，これまで人気の
あるチャンネルをバンドリングすることで，1 契
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約あたりの収入を増やしてきた。しかし，ブ
ロードバンド利用者向けに自社が所有する映
画とスポーツの専門チャンネルだけを低額で提
供するNOW TVというサービスを開始し，テ
レビの無料放送しか利用していない層に顧客
を拡大する手を打ち始めた。また，IPTVの
BT Visionは，ヨーロッパサッカーのチャンピ
オンズリーグの独占放送権を9 億ポンドで獲得
し，新しいスポーツチャンネルを開設した。な
お，SkyによるNOW TVもBT Visionのいず
れも，YouViewサービスに組み込まれている。

放送のデジタル化の初期のころまでは，公
共放送と商業放送の競争・対立関係が顕著
だったが，デジタル移行の過程のなかで，公
共放送のBBCが安定した受信許可料財源を
基に放送・通信融合に対応する技術やサービ
スの開発を行い，業界全体をけん引してきたと
いえるだろう。

BBCは昨年（2013年）10月に，2016年末で
満了する特許状の更新に向け，次世代iPlayer
など新サービス計画を公表した。それによる
と， 利用が 高まるBBC iPlayerをBBCのテ
レビやラジオへの視聴者の窓口であると明確
に位置づけ，見逃した番組を現在の7日間か
ら30日間までさかのぼって視聴できるように
することなど，iPlayerの刷新を提案した。一
方，時間割通りに放送するテレビのあり方も堅
持し，テレビならではの同時性を生かし，多く
の人たちが視聴するピークタイム時にはスポー
ツや大きなイベントを生放送するなどの方針を
示した。こうした計画を実行することで，視
聴者個人が自ら選択して利用する“私のBBC”

（my BBC），人々が同時に視聴する“私たち
のBBC”（our BBC）になることが BBCが目
指す将来像のようである。政府は特許状更新

に向けた議論を正式に始めていないが，BBC
のサービスの範囲や規模を縮小すべきである，
あるいは，受信許可料をBBC以外の公共的な
サービスに割り当てるべきだといった意見もす
でに出始めている。完全デジタル移行を果た
したイギリスにおいて，公共放送のBBCに対
しどのような役割を担わせるのか，議論が注目
される。

（中村美子）

 フランス
１.視聴者のメディア利用

フランスでは2年前の2011年11月末にアナ
ログ放送が終了し，全土で地上デジタル放送
に移行した。完全デジタル化に伴って多様な
サービスが提供され，タブレット端末やスマー
トフォンも普及している。スマートフォンの所有
は，2012年3月時点で国民の45.4%にのぼり，
2年前の2倍近くに増えている。

だからといって従来型のテレビ受信機の視
聴は減っていない。テレビの視聴世帯は2007
年に2,554万だったのが，2012年には2,680万
に増え，総世帯の98.3%がテレビを視聴して
いる。このうち49.7％の世帯にはテレビ受信機
は1台しかなく，残る50.3％の世帯には2台以
上の受信機がある。ただ，2台以上の受信機
を持つ世帯は2009年の54％をピークに減り続
けている。

一方，2012年の国民のテレビ視聴時間は，
1日平均で3時間50 分だった。これは2年前よ
り18分，1年前より3分増えている。

受信機を複数持つ世帯が減りながら視聴時
間が増えているということは，1台の大型画面
のテレビを家族がそろって視聴するという伝統
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的形態が少し復活しているのかもしれない。
では，各家庭でテレビ番組を見る第1の手段

は何であろうか。フランスはイギリスと並んで
伝統的に地上波の受信が主な視聴手段で，デ
ジタル移行後も地上波が第1のプラットフォー
ムとして全体の57％を占めている。続いて衛星
放送が16％で2位，IPTVが15％で3位，続
いてケーブルテレビの12％となっている。

フランスでは，ベルギーなど近隣諸国のよう
にケーブルテレビがあまり普及せず，代わって
IPTVが大きく伸びているのがもう一つの特徴
だ。IPTVをテレビ視聴の手段の第一とする世
帯は，2007年の110万から2012年には399万
になり，5年間で4倍近くに増えている。これ
は，インターネット，テレビ，固定電話，それ
に移動体通信機器などが一体となった，トリ
プルプレーやクワトロプレーといったパッケー
ジのサービスを，電気通信事業者などが比較
的廉価で提供していることが理由として挙げら
れる。

IPTVを含めたこれらすべてのプラットフォー
ムを通じてフランス国内で視聴可能なチャンネ
ルは，2013年9月時点で全国放送が合わせて
205，ローカル放送が106ある。

２.デジタルサービス状況
2-1 地上デジタルテレビ放送

フランスでは，2005年に地上デジタルテレ
ビ放送が開始され，公共放送をはじめ既存の
大手商業放送局，それに新興の商業放送局が
視聴覚高等評議会（CSA）の放送免許の認可
を受けて次 と々参入した。2013年4月の時点で
全国放送は，無料の24チャンネル（うち公共
放送7チャンネル）と有料の8チャンネルの，合
わせて32チャンネルで行われている。

またローカル放送もデジタル化され，フランス
テレビジョンのFrance3が全国24の主要都市
から地域向け放送を行っている。商業放送も
48のチャンネルが地方都市からローカル放送を
地上デジタルで発信している。

各チャンネルのHD化も併せて進められた。
2006年5月から試験放送が行われ，2008年
10月には，France2やTF1など5つのチャンネ
ルでHDの本放送が開始された。2013年末時
点では合わせて11のチャンネルで地上デジタ
ルによるHD放送が行われている。

2-2 ブロードバンド網整備
放送と通信の融合時代を支える高速ブロード

バンド網の整備も着 と々進んでいる。サルコジ
前政権時代の2008年10月に策定されたデジタ
ル経済発展計画「フランスデジタル2012」では，
2025年までに全国の世帯の100%が高速ブロー
ドバンドに接続できるようにするという目標が掲
げられた。

これに対して2012年5月に就任したオランド
大統領は，前政権の目標を3年早めて2022年
末までに全国の世帯を光ファイバーに接続可能
にするとの方針を打ち出した。

固定ブロードバンドの加入件数は，2012年

図 4　プラットフォーム別視聴シェア

出典：Informa Telecoms & Media
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6月時点で前年比6％増の2,333万で，このうち
92％にあたる2,148万5,000が高速のADSL回
線を利用している。

一方，スマートフォンなど移動体通信機器の
加入件数は，2012年6月時点で7,042万5,000
で，前年同月比で6.7%増えている。全人口に
対する普及率は107.9%で，利用可能な国民の
ほとんどにすでに行き渡っていることがうかが
える。

2-3 通信事業者のテレビサービス
フランスでは2003年12月にADSLによるテ

レビサービスが始まったが，国内の通信事業者
がこれを発展させ，今では世界最大級のIPTV
サービスの市場に成長している。

最大手はフランス最大の通信事業者フランス
テレコムの系列会社Orangeが提供するIPTV
サービスで，契約数は520万である（2013年3
月時点，以下同じ時点）。続いてFreeの430万，
メディア複合企業体Vivendi傘下のSFRが350
万，そしてBouygues Telecomが150万となり，
あわせて1,450万世帯に達している。

2013年8月には，フランス最大手のケーブル
テレビ事業者Numericableが IPTVサービスの
市場に参入するなど競争が激化している。

2-4 放送事業者による
放送・通信連携サービス

公共放送であれ商業放送であれフランスの
放送事業者は，ほぼすべてのプラットフォーム
で，放送及び放送と同時のサイマルストリーミ
ングと見逃しサービスを原則7日間無料で行っ
ている。8日め以降のVODサービスについて
は，公共放送，商業放送とも原則有料である。

フランスの放送事業者によるオンラインサー

ビスはイギリスに比べやや出遅れたが，2011年
から2012年ころにかけて急速に発展した。商
業放送最大手のTF1は，2012年の1年間に，
前年より1億1,100万件多い，6億5,800万件の
見逃しサービスのビデオリクエストがあった。

一方，公共放送 France Télévisionsはこ
の年，インターネットに接続されたコネクテッ
ドテレビのヨーロッパ標準規格であるHybrid 
broadcast broadband TV（HbbTV）向けのア
プリケーションのサービスを開始した。HbbTV
はフランス，ドイツの放送事業者，それにメー
カーなどがコンソーシアムを作って共同開発し
た融合型テレビで，フランスでは2012年3月
時点で300万世帯に普及している。France 
Télévisionsのサービスは，5つのチャンネル
の午後8時から午前0時までの番組について，
放送中の番組を通信回線で呼び戻し，番組冒
頭から見ることができるというものである。

France Télévisionsは文化などジャンル別
のサイトも設けている。2012年にはスポーツに
特化したサイト「francetv sport」を開設した。
最近，オリンピックなどの放送権はテレビだけ
でなく，マルチな機器によるサービスを含む一
括契約となっており，2012年のロンドン・オリ
ンピックや全仏オープンテニスなどの際も，携
帯端末など様々なデバイスにライブの競技映像
が届けられた。

2014年2月7日から17日間行われるソチ冬季
オリンピックでも，France2とFrance3で連日
朝7時から夜9時まですべての競技を生中継で
伝えるほか，francetv sportを使ってパソコン
やスマートフォン向けにもライブストリーミングの
サービスを行うことにしている。パラリンピック
についてもFrance4で初めて全種目を生放送
で伝える。

FEBRUARY 2014
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帯通信用に再配分する案がこの場で政府側か
ら示された。これは急速に増え続けるスマー
トフォンなど携帯通信の需要に応えようとい
うものだ。政府は業界の納得が得られれば，
2015年中にもアメリカのように「電波オークショ
ン」と呼ばれる競売にかけることを検討してい
る。実現した場合，政府は最大で30 億ユーロ

（3,900 億円）の売り上げを見込んでおり，経済
の停滞で苦しんでいる政府の貴重な財源とな
りそうだ。　

3-2 すべての地デジチャンネルの HD 化
「フランスデジタル2012」には，周波数政策

について，「通信分野への周波数の割り当ては，
アナログ放送終了によって新たに使用可能とな
る周波数のわずかな部分でしかない。地上デ
ジタル放送への移行達成後はテレビのHD化
の発展に優先的に使用されることが望ましい」
とある。アナログ放送終了による空き地利用の
もう1つの柱は，地上デジタルテレビの高画質
化だというのである。

完全地デジ化直前の2011年9月，CSAは，
「地上デジタルテレビジョンの将来」と題する報
告書を発表した。

３.アナログ放送終了後の
周波数再編と活用　

3-1 地デジ帯域の「通信」への配分検討
地上放送のデジタルへの全面転換に合わせ

て，CSAは2011年10月，新たに6つの地上デ
ジタルチャンネルの公募を行った。アナログの
終了によって周波数帯域に空きができたためで
ある。選ばれた6チャンネルは「スポーツ」「ド
キュメンタリー」「家庭」などの専門チャンネル
で，完全デジタル化から1年後の2012年12月
に放送を開始した。

これら6チャンネルには，アナログ放送の終
了によって空いた周波数帯を集めて新たに設け
られたマルチプレックスR7とR8が割り当てら
れた。アナログ放送終了によってマルチプレッ
クスが2つ増えたのである。ちなみにマルチプ
レックスのR1にはFrance Télévisionsとロー
カル商業放送のチャンネルが入っている。

表1を見ると，地上デジタルの周波数帯域に
はまだまだ空きがあり，利用価値がありそうだ。

メディアを管轄する文化・コミュニケーション
省とCSAは2013年7月2日，放送，通信など
の関係事業者と会合し，地上デジタル用に使
用されている700MHzの周波数帯を将来，携

表 1　地デジチャンネルの多重周波数帯配置

■ は HD　　（2012 年 11 月 CSAウェブサイトより）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

France 2 I-Télé Canal+HD M6 TF1 HD TF1 HD1 6ter

France 3 BFM TV Canal+
Cinéma W9 France 2 HD ARTE Chérie 25 RMC 

Découverte

France 5 D8 Canal+Sport NT1 M6 HD LCI L'Équipe 21 Numéro 23

France Ô Gulli Planète Paris-
Première Eurosport

LCP-
Public S D17 ARTE HD NRJ12

Chaîne
locale ou
France 3

France4 TMC
TF6
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それによると，映像・音声伝送の信号圧縮
方式については，MPEG2から，より高性能の
MPEG4にすべてのチャンネルで転換し，これ
に合わせて放送方式も，現在のDVB-T方式
から最先端のDVB-T2に変えるべきだとしてい
る。これによってより多くのHD放送を同じ周
波数帯域に載せることができ，地上デジタルの
すべてのチャンネルを高画質のHDとすることが
可能だとしている。

転換の時期についてCSAは，地デジ放送開
始から10年後の2015年から，高い視聴シェア
が確実なサッカーのUEFA欧州選手権がフラ
ンスで開催され，買い替え需要が期待される
2016年ごろにかけてと提示している。

3-3 ウルトラハイビジョン，
4KTVへの道

日本でも次世代のテレビとして注目されてい
る4Kテレビは，現行ハイビジョ
ンの4倍の解像度がある超高
画質テレビだ。4K放送を視聴
するためには現行のスタンダー
ドHDからウルトラHDに転換
する必要がある。その道のりに
ついても，CSAは2013年1月
に報告書をまとめ，今後のシナ
リオを公表した。図5は，公表
されたシナリオを簡略化したも
のである。

これによると，2016年に地
上デジタルのすべてのチャンネ
ルを現行のスタンダードHDと
したあと，2018年には放送方
式をDVB-T2に，信号圧縮方
式を最 先 端 のhigh efficiency 

video coding（HEVC）に転換し，ウルトラHD
の4Kテレビの試験放送を行う。続いて東京
オリンピックが開催される2020年には，本放
送を開始するとしている。そして多くの家庭に
4Kテレビが普及するのを待って，2024年から
2025年にかけて，全面的にDVB-T2/HEVC
方式の4Kテレビ時代を迎えるとしている。フ
ランスは2024年のオリンピックについてパリの
立候補が確実視されており，4Kテレビへの買
い替えなどによる経済効果を期待しているのか
もしれない。

一方，パリに本拠のある衛星運営事業者ユー
テルサットは2013年9月12日，4Kテレビのラ
イブの衛星伝送に成功したと発表した。デジタ
ル化において衛星放送は，地上波に先がけて
本放送を開始したが，4Kテレビにおいても地
上波に先行しそうである。

ちなみにNHKが開発した現行の16倍の解

図 5　地上デジタルプラットフォームの
進展と今後のシナリオ

HEVC (High efficiency video coding)　映像・音声伝送の信号圧縮方式

2014 年 地デジチャンネルの HD 化の推進

2015 年 信号圧縮方式 MPEG2 を停止し，すべて MPEG4に

2016 年 地デジ全チャンネル HD 化

2018 年 DVB-T2/HEVC の組み合わせで 4K 試験放送開始

2020 年 4K テレビ（ウルトラ HD）の本放送開始

2020 ～ 4K テレビ受信機の普及

2024 年 MPEG4 を停止し，すべて DBV-T2/HEVC に

2025 年 ほとんどの家庭で 4K テレビ視聴
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像度を持つ8Kテレビについては，このCSA
報告書では触れられておらず，フランスではま
だ視野に入っていないようである。

４.最新動向と課題　
ここまで，完全デジタル化後の放送と通信

の融合状況やテレビのさらなる高画質化などに
ついてフランスの状況をみてきたが，最近の注
目される動きをいくつか挙げておきたい。

それはアメリカのネットの巨人とフランスの商
業放送事業者が2013年11月13日に発表した
業務提携である。有料放送最大手のCanal+
は，Google傘下の動画配信事業者YouTubeと
提携しCanal+グループの4つのチャンネルで
放送された映画，連続ドラマ，音楽番組など
のコンテンツをYouTubeのサイト上で，無料で
視聴できることにしたという。Canal+は，「こ
れによってより多くの公衆に我々の番組コンテ
ンツを届けることができる」と期待を表明し
た。フランスではこのほか，ライバルの商業放
送事業者M6とBFMTVがすでにYouTubeを
通じてのコンテンツ配信を行っている。

一方，日刊紙フィガロは2013年12月4日，
アメリカのオンラインビデオサービスの大手，
Netflixの幹部が，フランスでのサービス開始を
目指して，オランド大統領のメディア政策アド
バイザーと会ったと伝えた。Netflixはヨーロッ
パでは，イギリス，アイルランド，オランダなど
でサービスを行っているが，さらに，フランス，
ドイツ，ベルギーでもサービスの拡大を目指して
いるという。

また，スポーツの放送権の獲得争いも熾
烈になっている。フランスでは長年France 
TélévisionsとCanal+が主なスポーツの放送
権を保持してきたが，そこへ中東カタールに

本拠を置くアラブ資本のAl-Jazeeraが割って
入ったのである。2012年6月，スポーツ専門
の有料の衛星チャンネル「BeIN Sport」 を開
設し，さっそく6月8日から始まったサッカーの

「UEFA欧州選手権 2012」の中継放送を行っ
たのである。このキラーコンテンツの放送権料
は6,100万ユーロ（約80 億円）だったと言われ
ている。資金力で劣るフランスの地元資本に
とっては脅威の存在となりそうだ。

フランスでは完全デジタル化後，サービスの
受け手が，放送や通信といった概念にとらわれ
ず，多種多様な機器で映像コンテンツを享受で
きるようになり，放送と通信の境目が一段と薄
らいでいる。その一方で，関係する事業者側
にとっては，映像コンテンツの制作，権利獲得，
売買，配信などでグローバルな提携が進む一
方，競争も一段と激化しているのである。

（新田哲郎）

 ドイツ
１.視聴者のメディア利用

放送のデジタル化，ブロードバンドの普及，
クラウドコンピューティングやソーシャルネット
ワーキングサービスなどインターネット技術と文
化の発展，新しい情報端末の普及といった，
放送と通信をとりまく環境の変化を背景に，こ
れまでにない新しい融合型サービスが登場し，
メディア利用行動にも変化が起きている。こう
した事情はドイツでも同じである。

デジタル放送への移行は，利用者の少な
い地上放送ではいち早く2008年11月に，衛
星放送では2012年4月に完了した。ケーブル
テレビのデジタル契約世帯も2013年6月には
55.9％と半分を超え，ドイツのデジタル放送視
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聴世帯は全体の80.8％となった。
ブロードバンド整備状況は，2012年末時点

で，99.7％の世帯が1Mbps以上の接続が可
能，54.8％の世帯が50Mbps以 上の高速ブ
ロードバンドに接続可能で，2,800万件が実際
に接続している。連邦政府が2009年2月に発
表した「連邦ブロードバンド計画」では，2014
年までに75％の世帯，2018年までに全世帯を
50Mbps以上の高速インターネットに接続可能
にすることを目標にしている。

情報端末の普及状況は次の通りである。テ
レビ受信機は95.1％，パソコン（タブレット端
末も含む）は85.2％の世帯が所有している。ス
マートフォンとタブレット端末の普及も進み，
2013年2月の調査では，スマートフォンを所有
しているのは国民の37％，タブレット端末は
13％だった。

ドイツ国民がインターネットに使っている1日
の平均時間は2013年には108分で，前年より
25分多い大幅な増加を示した。一方，テレビ
視聴時間は，前年の242分という過去最長の
記録を2013年も維持している。

テレビ視聴の方法も多様化している。
インターネットの利用者（国民の77.2％）
を対象に，「テレビ番組を通常どの端末
で見るか」という質問をした2012年の
調査では，テレビが97％と圧倒的に多
いが，デスクトップ型パソコンが14％，
ノート型パソコンが12％，スマートフォ
ンが4％，タブレットが5％と，これら
の端末もテレビ視聴に使われ始めてい
ることが分かった。

インターネット利用者が，どのよう
な種類の動画を，どれくらいの頻度で
見ているかを示したのが表 2である。

YouTubeなどの動画ポータルサイトの利用が
多いが，少なくとも時々はテレビ番組のオンデ
マンド配信を見る人が36％（2010 年は23％），
テレビ番組のサイマル配信を見る人も26％

（2010 年は15％）いる。
また，インターネットの利用に使われる端末

については，パソコンが96％，スマートフォン
が45％，タブレットが16％，インターネット接
続型テレビ（スマートテレビのほか，インターネッ
ト接続機能のあるセットトップボックスなどの周
辺機器に接続したものも含む）が12％，家庭用
ゲーム機が9％，携帯電話（従来型）が5％だっ
た。パソコンやスマートフォンの利用が多いが，
テレビもインターネットの動画視聴に使われ始め
ている。

このようにドイツでも，インターネットの普及
によって人々がテレビから離れていくのではな
く，インターネットサービスを利用し，多様な端
末で，好きな場所で，好きな時にテレビを視聴
するという“拡張したテレビ視聴”のスタイルが
登場し，従来型の視聴形態を補完しているとい
える。

表 2　インターネットでの動画視聴パターン

時々 週に 1 度 毎日

動画視聴（内容問わず） 74 43 14

- 動画ポータル
 （YouTube 等） 60 32 10

- 放送局のオンデマンド配信 36 13 2

- 放送局のサイマル配信 26 8 1

- その他の映像配信
 （iTunes や LOVEFiLM 等） 12 4 1

出典：ARD/ZDF Onlinestudie 2013 

（%）
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２.デジタルサービス状況
ドイツの放送事業者は，衛星放送とケーブ

ルテレビを主な伝送路にしており，HD放送も
2009年から2010年にかけて始めている。地
上波で全国放送を行っているのは公共放送の
ARDとZDFのみで，商業放送は都市部での
み放送している。また，地上波によるHD放送
は行われていない。

このような“従来型”のテレビ放送は，今後
もサービスの中心になると思われるが，先に紹
介した視聴者側の新しいメディア利用行動に対
応する事業者側の新しいサービスも台頭してき
ている。ここではそのような新しいサービス動
向を，①インターネットによるサイマル配信，②
ビデオ・オン・デマンド，③HbbTVサービス，
の3点に整理して紹介する。

2-1 インターネットによるサイマル配信
インターネットプロトコル（IP）によってテレビ

放送のサイマルストリーミングを行うサービスと
しては，通信会社が閉じたネットワークを通じ
て提供するIPTVがあり，通信大手ドイツテレ
コムのIPTVサービスには約190万件の加入が
ある。しかしここでは，開かれたインターネッ
ト上で行われる新しい配信サービスに注目した
い。その代表が，スイスのチューリヒに本社を
置くZattoo（ザットゥー）である。

Zattooは，通信事業者やケーブルテレビ事
業者とは異なり，自ら回線を運営することな
く，インターネット上でテレビ放送のサイマル
ストリーミングを行う，いわゆるOver-The-Top

（OTT）事業者である。配信は放送局の同意
を得て合法的に行っており，国外からの視聴
はできない。当初はP2P技術を使用していた
が，現在はコンテンツ・デリバリー・ネットワー

ク（CDN）大手のAkamaiと提携し，自社サー
バーから配信している。ドイツでは2007年に
サービスを開始し，公共放送ARDとZDFの
ほか，最近では商業放送大手のRTLグループ
とも配信契約を結び，約60のテレビチャンネル
を配信している。

利用者にとってのZattooの魅力は，無料とい
うことである。主な財源は，視聴開始時やチャ
ンネル変更時に挿入される広告である。広告な
しでHD画質のサービスは有料だが，月額3.75
ユーロ（約500円）とケーブルテレビに比べると
かなり割安である。ネット接続環境があれば，
家の中でどこにいても，また外出時でも視聴で
きることも大きな魅力である。SD画質の視聴に
は900kbps，HD画質は3Mbpsの伝送速度で
足りるという。パソコン，スマートフォン，タブ
レットで視聴できるほか，専用アプリを搭載し
たスマートテレビも登場している。

Zattooは現在，欧州7カ国でサービスをして
いるが，ドイツの登録者数は550万，そのうち
実際の利用者は月に60 ～ 70万人で，1人につ
き月に10時間視聴している計算になるという。

また， 公 共 放 送 のARDとZDFは， 以前
から自らのウェブサイト上で，定時ニュース番
組のサイマルストリーミングを行っていたが，
2009年からは自社制作ドラマの，2010年には
冬季オリンピックやサッカーワールドカップのラ
イブ配信をするなど徐々に範囲を広げ，2013
年にはついに全番組のサイマルストリーミング
を開始した。ARDは総合編成の「第1テレビ」，
ZDFは総合編成の「ZDF」のほか，若い家族
向けの娯楽チャンネル「ZDFneo」など3つの専
門チャンネルのサイマルストリーミングを，いず
れも無料で行っている。

このようにインターネットは現在，テレビの
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リアルタイム視聴の手段にもなっている。

2-2 放送事業者による
放送・通信連携サービス

○ ビデオ・オン・デマンド（VOD）

ドイツにおけるVODビジネスは，アメリカ
に比べれば遅れており規模も小さいとはいえ，
2005年以降売上高は毎年倍増しており，2012
年にはホームビデオ市場の総売り上げの7.2％を
占めた。

好きな時に好きな動画を見たいという視聴者
の要求の高まりに合わせて，放送事業者もイン
ターネットによる番組の見逃しサービスを2007
年ごろから次々に開始している。

公共放送のARDとZDFは，それぞれ「メ
ディアテーク」と呼ばれるポータルサイトで，オ
ンデマンド配信を行っている。いずれも放送
負担金（受信料）を財源とした無料サービスで
ある。サービス開始直後は，ARDとZDFは
ともに，著作権の許す限り番組を長期間視聴
できるようにしていたが，民業圧迫を避けるた
めの法改正が2008年に行われ，提供期間に
制限が設けられた。期間は原則的には7日だ
が，公共性が高いと認められる番組は長く提
供することが認められており，例えばARDで
は，ドラマは3カ月，特集・ドキュメンタリー
番組は12カ月，さらに定時ニュース番組の

「Tagesschau」と「Tagesthemen」については
2007年4月以降の全番組が保存され，無料で
提供されている。またARDとZDFは，これ
らをスマートフォンやタブレット端末で視聴する
ためのアプリも提供している。

RTLグループとProSiebenSat.1（プロジーベ
ンザットアインス）の2大商業放送グループ傘
下の放送局も，それぞれのウェブサイトで番組

の見逃しサービスを提供している。多くの番組
は，放送後7日までは無料で，その後は有料
になる。

このように各局が個別に番組配信を行うな
か，1カ所で番組を検索・視聴できるワンストッ
プの共通プラットフォームを作ろうとする動きも
あった。2 大商業放送グループは2010 年に，
両社の番組を広告つきで無料配信する共通
VODサイトを立ち上げると発表したが，その
後，両社のテレビ広告市場での支配的地位が
強まると判断した連邦カルテル庁によって，計
画は差し止められてしまった。同様にカルテル
庁は，過去 60 年のテレビ番組名作選を広告つ
きまたは有料で配信するというARDとZDFの
子会社の計画も差し止めている。

表2（19頁）は，テレビ番組のオンデマンド
視聴がある程度浸透してきていることを示して
いるが，上記のカルテル庁の2つの判断によっ
て，視聴者にとっては，より充実したVODサー
ビスの登場がさしあたり遅れたといえるかもし
れない。現在，放送局のVODサービスをより
便利に利用するための入り口になるものとして
期待がかかっているのが，次に述べるHbbTV
サービスである。
○ HbbTV サービス

Hybr id  Broadca st  Broadba nd  TV
（HbbTV）とは，テレビで放送番組を見なが
ら，インターネット経由で提供される情報や機
能を同じ画面上で利用できるようにした放送と
通信の連携サービスである。2009年にドイツと
フランスの公共放送が中心となり，テレビメー
カー，ソフトウェア会社などが HbbTV協会を
結成し，共同で開発を始めたもので，2010年
にはヨーロッパの標準規格に採用された。ドイ
ツでは，2010年9月から本格的なサービスが

FEBRUARY 2014



22 　FEBRUARY 2014

始まり，対応受信機の数も急速に増えている。
利用にはインターネットに接続されたHbbTV

対応の受信機（テレビまたはセットトップボック
ス）が必要となる。受信機は，放送局がデジ
タル放送波に組み込んだ制御信号を読み取り，
インターネットを介して放送局のサーバーにあ
るアプリケーションと通信し，コンテンツをテレ
ビ画面に表示する。制御信号は，地上放送，
衛星放送，ケーブルテレビ，IPTVのいずれの
伝送路の放送波にも組み込める。これによっ
て，放送局は番組と連動した様 な々双方向サー
ビスを多くの視聴者に提供できる。

基本的なデザインと操作は次のようになっ
ている。視聴者が番組視聴中にリモコンの

「レッドボタン」を押すと，テレビ画面下部にメ
ニューバーがオーバーレイ表示される（図6）。
メニューバーからは，過去の番組アーカイブ

（VOD），番組表，関連情報，ニュースや天気
情報，番組によっては投票などのサービスが
利用できる。

商業放送は，HbbTVで新しい形の広告の提

供も行っている。例えば，
スポットCM中にレッドボタ
ンを押すと，その商品に関
するより詳しい情報が載っ
たウェブサイトが画面上
に開くタイプのものや，メ
ニューバーそのものに広告
を載せるものなどである。

ARDとZDFは，2012
年のロンドンオリンピック
で，テレビ中継と並行して
インターネットで競技別に6
チャンネルのライブ配信を
行ったが，HbbTV機能で

連携させることにより，それらのチャンネルを
テレビで自由に切り替えて視聴することができ
た。2014年のソチ冬季オリンピックでも同様の
サービスを行う予定である。

HbbTVは，既存の標準技術を採用したオー
プンな規格であるため，受信機メーカーは安
いコストで受信機を製造でき，また自社のス
マートテレビの独自の機能とHbbTVサービス
の機能を共存させることができる。また，放
送局の側も受信機メーカーの区別なくサービス
を一律に提供できる。こうした利点からドイツ
では2011年以降普及が急速に進んだ。ドイツ
の放送局やテレビメーカーなどが加盟する標準
化団体であるドイツTVプラットフォームによる
と，2013年半ば時点で，70の放送事業者が
HbbTVサービスを提供，50社以上のメーカー
が対応受信機を製造，出荷されるスマートテレ
ビの89％がHbbTVに対応している。

約70 社までメンバーが増えたHbbTV協会
では現在，次世代規格のHbbTV 2.0の策定
を進めている。HbbTV 2.0では，基本技術と

図 6　HbbTV の画面（商業放送 ProSieben の例）

番組表 広告番組情報 ニュース・情報 番組アーカイブ

メニューバー
（オーバーレイ）

番組画面

出典：SevenOneMedia 



23

してHTML5をサポートし，セカンドスクリーン
との連携サービスや，放送とネットコンテンツの
正確な同期などが可能になる予定である。

３.アナログ放送終了後の
周波数再編と活用　

地上アナログテレビ放送終了によって空いた
周波数帯（174 ～ 230MHz）を使って，2011年
8月にDAB+方式によるデジタルラジオ放送が
全国でスタートした。10の全国向け商業ラジオ
放送や，ARDのデジタルラジオ専門チャンネル
などを目玉に，2025年までのラジオ放送の完
全デジタル移行を目指している。

また，携帯通信の需要の増大にともない，地
上デジタルテレビ放送用に使われていた周波数
帯を通信に割り当てる動きが始まり，地上デジ
タル放送の今後について議論が行われている。

まず2009年に800MHz帯の通 信への割
り当てが行われた。これに続いて2012年2
月には，世界無 線 通信会議（WRC-12）が，
2015年からヨーロッパ・中東・アフリカ地域で
700MHz帯を放送と通信に同等に割り当てる
というガイドラインを示した。これを受け，ド
イツでも，地上デジタル放送の現在の規格
DVB-T方式よりも効率的に周波数を使用でき
るDVB-T2方式をいつ，どのように導入するか
という議論が活発になった。

公 共 放 送 のARDとZDFは，2017年 か ら
DVB-T2方式の放送を開始し，2020年までに
移行を完了するという見通しを示した。しかし，
商業放送の監督機関である州メディア監督機
関が商業放送に意見を求めたところ，RTLグ
ループは2014年末までに地上デジタル放送か
ら完全に撤退すると発表した。理由としてRTL
は，今後地上放送用に周波数が確保されるか

どうかが不確定なこと，またドイツでは地上放
送の視聴者が少ないため，採算の取れるビジ
ネスモデルが構築できないことを挙げた。

そうしたなか，通信の規制機関である連邦
ネットワーク庁は2013年6月，先に触れた「連
邦ブロードバンド計画」の目標を達成するた
め，2014年末から700MHz帯のオークション
を行い，2017年から通信に使えるようにすると
いう案を発表した。これに対してARDとZDF
は，DVB-T2への移行が終わる2020年までは，
700MHz帯の再編成は行うべきでないと反対，
また放送行政を管轄する各州政府も同じ意見
を出し，連邦の計画に反対した。現時点では
700MHz帯の割り当てがどのようになるかは不
明である。

４.最新動向と課題
ドイツでは2008 年の法改正により，イン

ターネットサービスは，テレビとラジオと並ぶ
公共放送のサービスの第3の柱として正式に位
置づけられた。また2013 年に導入された新受
信料制度では，「国民は今や，世帯単位でみ
れば，テレビ，ラジオ，パソコン，携帯電話，
スマートフォン，タブレットなどなんらかの端
末を持っていると想定でき，どの端末や伝送
路を利用しようとも放送サービスを十分に利用
できる環境にある」という現状認識を前提に，
受信機のあるなしや，その種類にかかわらず，
全世帯一律の負担金徴収に切り替わった。

このような法制度の対応がすんだ今，公共放
送は，放送と通信の融合によって可能になった
新しい手段や伝送路をできる限り駆使して，国
民にあまねくサービスを届けなければならない。
これまでみてきたように，ARDとZDFはこうし
た課題を早くから認識し，インターネットによる
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同時配信，オンデマンド配信，さらには放送と
通信の連携サービスであるHbbTVの開発など
に取り組み，融合時代のメディアサービスのけ
ん引役を果たしているといえる。

ところで，2011年の調査によると，ARDも
ZDFも視聴者の平均年齢は約60歳という結
果が出ている。公共放送にとって喫緊の課題
は，公共放送離れが顕著な若い世代にサービ
スを届けることである。その際，ここで述べた
ような新しいデジタルサービスが，若い世代と
の接触の機会を増やすことにつながることは間
違いない。しかし，届けられるサービスの内容
が，彼らの関心を引くものでなければ意味がな
いだろう。伝送サービスだけでなく，肝心の番
組内容も新しい時代に合わせたものにしていく
ことが，ドイツの公共放送の今後の中・長期
的な課題といえるかもしれない。

（杉内有介）

 イタリア
１.視聴者のメディア利用

イタリアの家庭では，アナログ放送時代より，
地上テレビが最も利用されているプラットフォー
ムである。国民のテレビ視聴時間については，
2013年の最新のデータによると，1日平均4時
間34分で，ヨーロッパ主要国中1位である。こ
の数字は，前年比で4分増加している。

一方，プラットフォーム別の視聴シェアをみ
てみると，表3のように，地上デジタル放送が
84.4％，衛星デジタル放送が15.5%，IPTVが
0.1％となっている。

地上テレビが引き続き最も利用されているプ
ラットフォームであることに変わりはないが，そ
のテレビ視聴の形態は，スマートフォンやタブ

レットなどの多機能機器の急速な普及により変
化してきている。イタリア人の携帯端末の契約
件数は，2012年のデータで人口比159％とヨー
ロッパ1位であり，EU27カ国平均の127％と比
較してもかなり高くなっている。そのうちスマー
トフォンの普及率は39.9％で，30歳以下に限る
と66.1％に達する。これらの携帯端末から主に
どんなサービスを利用しているかの内訳をみる
と，多い順に，インターネット・ナビゲーション
60％，Eメール送受信36％，ソーシャルメディ
アの利用34％，検索エンジンの利用33％，な
どとなっている。また，14 ～ 29歳の人口の半
数以上（56.6％）が YouTubeなどのオンライン
動画を利用している。

加えて，イタリアではFacebookやTwitterと
いったソーシャルメディアの利用が拡大し続け
ている。イタリアにおけるブロードバンドの世帯
普及率は，2012年時点で55％と，EU27カ国
平均72％と比べると大きく下回っているものの，
着実に伸びてきている。イタリアの放送・通
信分野の監督機関である通信規制庁AGCOM

（正式名称はAutorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni，通信における適正保障のた
めのオーソリティ）の年次報告書2013年による
と，イタリアのソーシャルメディアの利用，なか

表 3　プラットフォーム別テレビ視聴シェア

プラット
フォーム

2010 年
3 月

2011 年
3 月

2012 年
3 月

2013 年
3 月

アナログ 48.0% 21.3 11.0 0.0 

地上
デジタル 35.7 62.5 71.9 84.4

衛星
デジタル 15.1 15.7 16.6 15.5

IPTV 0.3 0.3 0.2 0.1

出典：AGCOM 年次報告書　2011 ～ 2013 年
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でもFacebookの利用は年々伸びており，最新
の2012年の調査データでは，日頃インターネッ
トを利用する国民約3,000万人のうち85％の
ユーザーがFacebookを習慣的に利用しており，
前年比で7.8％増加している。1人あたりの接続
時間についても，2011年1月のデータでは，1
カ月で 9時間27分43 秒で世界1位を記録した。
最新の2013年2月のデータでも7時間12分 03
秒と，依然として長時間利用する傾向がある。

２.デジタルサービス状況
2-1 デジタルテレビ放送

イタリアの地上放送は，2008年秋より，全国
を16のエリアに分けて，州や地域ごとにデジタ
ル放送への移行が進められていたが，2012年7
月にシチリア州でアナログ放送が終了し，全土
でデジタル放送へ完全に移行した。地上デジタ
ルでは，2013年7月末時点で，無料77，有料32
の全国チャンネルが提供されている。主な全国
チャンネルは，公共放送イタリア放送協会（RAI）
のRai Uno，Rai Due，Rai Treの3チャンネル，
シルヴィオ・ベルルスコーニ元首相の一族が所有
するFininvest社傘下の商業放送Mediasetの
Canale 5，Italia 1，Rete 4の3チャンネルであ
るが，この6チャンネルで視聴率の75％以上を
占める2強体制がアナログ時代から続いている。
このRAI，Mediasetに次ぐ規模の全国チャンネ
ルとして，広告大手Cairo Communicationが所
有するLa 7，米Viacomが所有するMTV，衛
星Sky Italiaの無料チャンネルCieloが徐々に
視聴シェアを伸ばしてきている。

AGCOMが2013 年 8月に発 表した 最 新
の計画によると，全国規 模の多重 周波数
帯（MUX）は，最大 22 本が見込まれている。
2013 年7月 末 時 点 で は，DVB-T方 式17本

と，DVB-T2方式1本の，合計18 本のMUX
が運用中である。内訳は，公共放送 RAIが
5本，Mediasetが4本，商業プラットフォー
ムTelecom Italia Mediaが3 本， 新 規 商 業
プラットフォームD-Freeが1本， 大手出版
Espressoグループ傘下で元ローカル事業者の
Rete Aが2 本，多国籍複合企業ハチソンワ
ンポア傘下の通信事業者La 3が1本，元ロー
カル事業者のRete Capriが1本（以上すべて
DVB-T方式），元ローカル事業者のEuropa7
が1本（DVB-T2方式）となっている。

一方，衛星デジタルでは，有料と無料の2つ
のプラットフォームがある。有料衛星プラット
フォームは，Sky Italiaの1社独占で，約190チャ
ンネル（うちHDは62）を提供している。

無料衛星プラットフォームのTivù Satは，地
上デジタル放送を補完するプラットフォーム
として，RAI，Mediaset，Telecom Italia 
Media，ローカル放送連盟 FRTなどがジョイ
ントベンチャーTivùを設立し，2009 年7月に
サービスを開始した。2013 年11月末時点で，
利用登録数は約200万件，外国チャンネルな
どを含むテレビ63チャンネルとラジオ38チャ
ンネルが提供されている。

2-2 放送事業者による
放送・通信連携サービス

公共放送 RAIは，最新ニュースやライブ
ラリーから再編成した番組をピックアップし，
Rai.tvの名称で，インターネット上でテレビお
よびラジオコンテンツのVODサービスを行って
いる。テレビ全15チャンネルとラジオ全10チャ
ンネルのインターネット上でのサイマルストリー
ミング配信，一部コンテンツのポッドキャスティ
ングサービスも行っている。2010年5月からは
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RAI Replayの名称で，7日間限定の無料見
逃しサービスも行っている。また，動画サイト
YouTube上に，RAIの公式チャンネルを提供
している。

商 業 放 送Mediasetは，Video Mediaset
の名称で無料のVODサービスを，Mediaset 
Premium Playの名称で有料のVODサービス
を行っている。有料コンテンツは，映画やドラ
マ，サッカー，アニメなどで，数種類の定額
パック契約のほか，1番組ごとのペイパービュー
視聴もできる。有料のVODサービスはスマート
フォンやタブレットなどの多機能端末，X-BOX
などのゲーム機からも利用できる。

有料衛星Sky Italiaは，2011年8月よりSky 
Goの名称で，パソコン，タブレット，スマート
フォン，ゲーム機などテレビ以外のモバイル端末
からも契約チャンネルのライブストリーミング視
聴ができるマルチデバイス・サービスを行ってい
る。一方，2012年7月にはインターネットに接続
したSTBの契約者に対し，Sky On Demand
の名称で，無料で2,500タイトル以上の映画な
どを提供するVODサービスを開始した。

３.アナログ放送終了後の
周波数再編と活用　

イタリアの周波数行政は，政府（経済開発
省）が周波数の配分や利用計画などの方針決
定と免許の付与を行い，通信規制庁AGCOM
が政府の決定に従って，周波数の割り当て計
画の策定や，その実施ルールの作成，必要な
調査，監理などを行っている。地上デジタル放
送への移行で空く周波数帯の利用については，
VHF帯の3つのMUX をオークション（競争入
札）方式により放送事業者に再配分することを
政府が決定し，AGCOMは2013年4月，新規

参入を促すために，この3つのMUXはRAI，
Mediaset，Telecom Italia Mediaを除外した
小規模の事業者に割り当てるべきとの判断を下
した。このオークションの実施は予定より遅れ，
2013年11月末現在，まだ行われていない。

通信への再配分については，主にローカル
放送が使用していた800MHz帯の9つの周波
数帯をモバイルブロードバンド（LTE）に転用す
ることを決め，2011年秋にオークションを行っ
た。その結果，国内の3つの通信事業者TIM，
Vodafone，Windが約30億ユーロで落札した。
この施策は，主に約200ものローカル事業者が
使用していた周波数帯を空けさせて，政府が買
い上げて整理するというものであった。この強制
的な施策に対して，ローカル事業者からの不満
が相次ぎ，いまだにローカル事業者団体との間
で買い取り金額などで折り合いがついていない。

さらに，2013年8月，AGCOMは，これまで
地上放送用に割り当てられていた700MHz帯
の一部（チャンネル番号57 ～ 60，UHF帯762
～ 786MHz）を2015年11月末より順次空けさ
せてLTE用に確保し，2016年以降にオークショ
ンで通信事業者へ割り当てることを決定した。

また，さらなる電波の効率的利用のため，政
府は2012年4月，地上デジタル放送について
DVB-T2/MPEG4方式を採用することを決定
し，同方式以外のデジタルテレビの製造は2014
年末をもって終了，同規格以外のデジタルテレ
ビの販売は2015年6月末をもって終了させるこ
とを国内メーカーや販売店に義務付けている。

4. 最新動向と課題
イタリアでは元々周波数の利用が飽和状態で

ある上，省とAGCOMの2者による周波数行
政のしくみのため，AGCOMによる周波数計画
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の策定を待たずに，時の政権が周波数政策を
実施するといったタイミングのずれや政策が後
手後手に回ってきた経緯がある。これらの問題
に加え，隣国との電波干渉や，通信との電波干
渉の問題も片づいていないため，デジタル周波
数の再編にはまだ時間がかかりそうである。

イタリアでは，2012年7月のデジタル完全移
行後，Tivù Onというコネクテッドテレビで共
通規格のプラットフォームを作るという新しい動
きがある。このプロジェクトは，ユーザーがス
マートテレビや対応するSTBを接続した既存の
テレビでオンデマンドサービスを利用しやすい
ように，事業者横断的でオープンな共通規格
を作ることを目的としたもので，無料衛星プラッ
トフォームTivù Satと同じ運営母体であるジョ
イントベンチャーTivùが推し進めている。こ
れは国内の各放送事業者がそれぞれ提供する
キャッチアップサービスやVODサービスを，対
応するスマートテレビやインターネットに接続し
たSTB経由で，1つの共通プラットフォーム上
でリモコンを使って簡単に利用できるというイ
タリア独自のプラットフォームを想定している。
Tivù Onはイタリアの地上デジタル放送と同
じMHPオープン規格を採用し，コンテンツ管
理にはMarlin DRMシステムを採用している。
2014年6月に開催されるサッカーワールドカッ
プ・ブラジル大会に合わせたテレビの買い替
え需要を見据えて，2013年の12月中旬にこの
Tivù Onに対応したスマートテレビの販売が開
始された。イタリア国内で最初にTivù Onに
対応したのは，韓国LG 社製のLA620Sという
機種などである。

Tivù Onの詳しいサービス内容はまだ公表さ
れていないが，同プラットフォームでは，無料
サービスと有料サービスの両方が提供されると

みられる。
今後のデジタルサービス利用に向けて，

AGCOMの報告書は2つのことが重要である
と提言している。1つめは，視聴者のメディア
利用の現状からも分かるように，テレビ視聴時
間が比較的長く，携帯電話，ソーシャルメディ
アをよく使用する国民性から，今後メディア事
業者が，特に移動体向けの連携サービスをい
かに展開していくかという点である。もう1つ
は，景気停滞のまっただ中にあるイタリアで，
事業者がいかに技術的インフラと魅力的なコン
テンツに投資をしていくかが，経済発展やユー
ザーの需要に応えるためにますます重要になっ
てくるだろうというものである。

（広塚洋子）

 スペイン
１.視聴者のメディア利用

スペインでは，テレビが人々の生活に広く浸
透している。2013年10月のテレビ視聴動向調査

（視聴率調査会社Barlovento Comunicación
が実施）によると，テレビ視聴可能人口とされ
る4歳以上の国民（4,390万人）のうち98.2％の
人が，毎日1分以上テレビを視聴している。ま
た，国民のテレビ視聴時間も平均で1日あたり
4時間2分に達していて，テレビは国民に広く親
しまれている。

スペインでは2010年4月に地上テレビ放送
のデジタル化が完了しているが，上記の視聴動
向調査によると，テレビ放送のプラットフォー
ムのうち最も多く利用されているのが地上デジ
タル放送で，テレビ視聴全体の83.2％のシェア
を占め，ケーブルテレビが12.8％，衛星放送
が4％となっている。地上デジタル放送のシェ
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アが他を圧倒しているが，一方
で有料の衛星放送やケーブル
テレビの視聴契約数は近年減
少している。その背景には，経
済の不振による所得の減少や，
地上デジタル放送の多チャンネ
ル化があると考えられる。

しかし，デジタルメディアの
普及に伴い，こうしたスペイ
ンの人々のテレビ視聴にも変化が表れてきて
いる。産業・エネルギー・観光省が発表した
2013年上半 期の統 計によると，30Mbps以
上の速度のブロードバンドの利用可能人口は
2,763万人に達し，人口カバー率は58.8％と試
算されている。一方，通信に関する規制機関
の市場競争委員会（CNMC）の調査によると，
有線ブロードバンドの契約件数は2013年11月
に1,200万件を超えた。

また，2013年10月に発表されたインターネッ
トとテレビに関する利用調査によると，スペ
インではおよそ300万人がゲーム機やインター
ネット接続型テレビ（コネクテッドテレビ）など
によって，テレビとインターネットを接続させて
いると推計されている。広告会社等の事業者
団体IAB Spainなどが実施したこの調査によ
ると，テレビとインターネットを接続している人
の30％は，インターネットと接続したことで従
来型のテレビ視聴が減少したと答えている。ま
た，テレビとインターネットの接続後は，ゲー
ム機器やスマートフォン，タブレット等，他のイ
ンターネット接続機器の利用が増加したと答え
た人も30％に及んでいる（図7）。 

さらにこの調査によると，インターネットユー
ザーの96％がインターネットで動画を視聴して
いると答えている。人気が高いコンテンツは順

に映画，海外のテレビのシリーズ番組，スポー
ツ，国内のテレビのシリーズ番組となっている。

こうしたオンライン動画視聴の増加を反映
し，公共放送 RTVEや大手の商業放送事業
者も，ニュースやドラマなど幅広いジャンルの
番組をインターネットで視聴できるよう，サイマ
ルストリーミングやオンデマンドサービスを実施
している。

２.デジタルサービス状況
2-1 地上デジタル放送

アナログ放送終了とデジタル放送への移行
は，2010年4月2日をもって完了した。地上デ
ジタル放送は，全国向けの公共放送・商業放
送に加えて，自治州向けの公営放送や商業放
送もあり，さらに細かな行政単位である県域や
市域向けの放送も行われている。

2013年11月30日現在，全国放送は，公共
放送RTVEと商業放送事業者4 社が合計34
チャンネルで放送を行っている。このうち32
チャンネルが無料放送で，デジタル化により無
料の多チャンネル放送が実現している。番組内
容では，サッカー中継，ニュース，ドラマが視
聴シェアの上位を占めている。

チャンネル構成は，アナログ放送時代からの
総合編成チャンネルに加えて，映画やスポーツ

図 7　テレビとインターネットを接続して
    メディア利用がどう変わったか

増加した

変わらない

減少した

従来型のテレビ視聴

他のインターネット
接続機器の利用

減少した 変わらない 増加した

185230％

30646
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などの専門チャンネル，女性向け，男性向け，
子ども向けといった特定の視聴者向けやショッ
プチャンネルなど幅広い。有料で放送されてい
る2チャンネルはサッカーチャンネルと映画専門
チャンネルで，いずれも商業放送局が運営して
いる。

そのほか地域放送チャンネルも多く，例えば
首都マドリードの場合，マドリード市内向けとマ
ドリード自治州向けを合わせると16チャンネル
にのぼる。これに全国放送を加えると48チャン
ネルが無料で視聴可能となっている。このほか
に19のラジオチャンネルも聴取可能で，さらに
データ放送専門チャンネルもある。

HD放送については，全国放送で公共放
送 RTVEが1チャンネル，2大商業放送局の
AtresmediaとMediaset Españaが各2チャン
ネルの合計5チャンネルで行っているほか，地
域放送では全国17自治州のうち9州の地方公
営放送局が各1チャンネルでHD放送を実施し
ている。

2-2 その他のデジタル放送
衛星放送は，現在，Canal+が唯一の国内

向けの有料プラットフォームとして150チャン
ネル以上でデジタル放送を行っている。2008
年1月に国内最初のHDTVチャンネルである
Canal+ HDの放送を開始し，2010年には3D
放送も始めた。加入世帯数は2012年末で172
万と有料テレビでは最大の契約者がいるが，
減少傾向にある。

ケーブルテレビはスペイン国内で4 社がデジ
タル放送のサービスを提供している。最大の
Onoの2013年6月末のケーブルテレビ契約件
数は82万だが減少傾向にある。

IPTVの契約者数は2012年末で79万。2社

がサービスを行っている。大手Movistar TVの
2012年末の契約件数は71万だが，前年比で
12万件減少している。

３.アナログ放送終了後の
周波数再編と活用　

3-1 周波数の再編
スペインでは放送のデジタル化によってテレ

ビの周波数配分が変わったが，このテレビ放
送用の周波数の一部を通信に利用するための
再配分が政府によって進められている。そして
スペインでは，この周波数の再編がメディアの
デジタル化をめぐる最大の懸案となっている。

スペインの周波数再編は，放送波のUHF
帯（470MHzから862MHz）のうち，790MHz
から862MHzまでの周波数帯（以下800MHz
帯と呼ぶ）を第4世代携帯電話などの高速移
動体通信の利用に移行するというものである。
無線移動体通信では従来これより高い周波数
帯の電波を使用してきたが，800MHz帯の電
波は建物内部での拡散性や透過性に優れてお
り，広範な移動体通信サービス実現の可能性
を持っている。

スペインは2009年5月に800MHz帯を通信
で利用する方針を発表した。高速移動体通信
網を早期に整備して，経済の活性化を図ること
が狙いであった。政府によると，ブロードバン
ドの全国への普及のためには無線技術の効果
的な活用が必要で，800MHz帯の通信での利
用が唯一地方でのブロードバンド普及とデジタ
ルデバイドの解消を可能にするものであるとい
う。さらに第4世代の移動体通信（4G）を実現
するためには，この周波数帯の電波が不可欠
だとしている。

2010年4月の地上デジタル放送への完全移
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行を目前にした同年3月26日，地上デジタル
放送の周波数帯を再配分し，800MHz帯を通
信に開放するための計画が正式に発表された。
そして，再配分の実施期限を2014年末とする
ことが決まった。さらに2012年8月には，閣
議決定により，放送での800MHz帯の利用終
了時期が従来の計画より1年前倒しで2013年
末へと変更された。

図8は，スペインにおけるUHF帯の利用状
況の変遷を図式化したものである。一番上が
アナログ放送時代の周波数利用状況，次が
2013年12月現在，一番下が周波数再編後の
周波数の利用状況を示している。 

3-2 地デジをめぐる新たな課題
ところが，2012年11月，周波数再編の進展

を脅かす事態が発生した。最高裁判所が，既
存のデジタル放送チャンネルのうち一部の免許
が無効であるという判決を下したのである。問
題となったのは，2010年7月に政府が複数の
商業放送事業者に付与した周波数使用免許で

ある。
実は，これらの免許が付与される2カ月前

の2010年5月にスペインの新放送法「視聴覚
コミュニケーション一般法（Ley General de la 
Comunicación Audiovisual）」が施行された
が，この法律では周波数使用免許は公開入札
を通して付与されることが規定されている。と
ころが政府は入札を経ずに，閣議決定により
既存の商業放送事業者に地デジの周波数免許
を付与していた。最高裁は，これが違法である
として免許を無効とした。

2013 年3月，政府は最高裁の判決を受け
入れ9 件の周波数免許を取り消す方針を発表
した。これに対して商業放送事業者側が反発
し，その後政府と事業者は事態打開を図るた
めに数カ月間協議を続けたが，合意には至ら
なかった。そして2013 年11月，政府はあらた
めて最高裁の判決に従って9 件の免許を取り
消すことを発表した。これにより放送事業者4
社の合計 9つのチャンネルが廃止の危機に直
面することになった。商業放送事業者は，経

図 8　電波帯域の利用の変遷

アナログ放送
時代 アナログ放送

物理チャンネル
番号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

周波数再編
以前（2013 年
12 月現在）

デジタル放送

物理チャンネル
番号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

周波数再編
完了後 デジタル放送 通信

周波数　470MHz 790MHz 862MHz
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営への影響も大きいとして反発を強めており，
2013 年12月時点では事態打開のめどは立って
いない。

2013年にはさらに別の問題も表面化した。
スペイン政府は地デジの普及促進に乗り出し
た2005年，人口の少ない辺境地域における地
デジのネットワーク拡大を図る目的で，これら
の地域の地デジ配信事業者にネットワーク建設
費や維持費として総額2億6,000万ユーロ（360
億円）を助成金として支給した。これによって
人口の2.5％にあたる人々が地デジの視聴が可
能になったとされる。　

これに対し欧州委員会（EC）は2013年6月，
スペイン政府による助成金支給は，地デジ配
信事業者という特定の事業者のみに利益をも
たらし，公平性に欠けることからEUの規定に
違反しているとし，スペイン政府はそれらの助
成金を事業者から返還させるべきであるとの声
明を発表した。

この決定はスペイン国内で波紋を呼んだ。も
し助成金を事業者から回収することになると，
これらの事業者は採算のとれない辺境地域で
の地デジ業務から撤退することも十分予想され
る。スペイン政府は，その結果地デジを視聴
できなくなる人が120万人に達するとして，EC
の決定に反対の立場を表明している。

この問題もこう着状態にあり，スペインの地
上デジタル放送の周波数再編計画をさらに複
雑なものにしている。

４.最新動向と課題
スペインのメディアのデジタル化において最

大の課題とされる周波数再編の実現に向けて
は，これまで述べてきたように政府の手続き上
の不備が事態を混乱させているという面が否定

できない。
一方で，デジタル化の推進によって経済の活

性化につなげようと，早くから政府が積極的に
デジタル化を展開してきたことが裏目に出てい
るという側面もある。

スペインでは，2005年から地上デジタル放
送が本格的に始まり2010年4月2日にアナログ
放送が終了するなど，ヨーロッパでも地上放送
のデジタル化が比較的早期に，短期間で進行
した。その一方で，800MHｚ帯を通信で利用
することが国際的に決まったのは，すでにスペ
インにおいて地上デジタル放送が本格的に始
まってからのことであった。スペインで周波数
再編計画が明らかにされたのは，地上デジタル
放送への完全移行の1週間ほど前のことであ
る。この時点で，伝播性能に優れる800MHz
帯はすでに全国放送向けに多くのチャンネルで
利用され，テレビ放送においても重要な周波
数帯となっていた。

そのため，800MHz帯から別の周波数帯へ
放送チャンネルを移行することになると，対象
となるチャンネルが多いため作業が煩雑で，影
響を受ける視聴者の数も多く，アンテナの調
整が必要になるケースも100万件を超えると推
計されている。

このように，スペインの周波数再編は本来の
難しさに加えて政策上の不手際もあり，2013
年中に実現するとしていた800MHz帯の通信
への開放が不可能となった。デジタル化を経
済復興の足がかりにと位置づけて積極的に推
進策を展開してきたスペイン政府にとって，頭
の痛い課題となっている。

（斉藤正幸）

アナログ放送
時代 アナログ放送
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 韓国
１.視聴者のメディア利用

韓国では2010年から段階的に地上放送の
デジタル移行が進められ，2012年12月31日，
首都圏における地上アナログ放送の終了をもっ
て完全デジタル化が完了した。完全デジタル
化をはじめとしてメディア環境が大きく変化す
るなかで，韓国の人々はどの媒体によって番組
を視聴しているのか。メディアの規制監督機関
で政府組織の韓国放送通信委員会（KCC）が，
2011年5月18日から同年6月25日にかけて，
全国3,413世帯の13歳以上を対象に実施した
調査結果がある。それによると，世帯あたり

の媒体保有率はテレビが97.5％で最も多く，以
下，デスクトップ型パソコン（69.5％），車載ラ
ジオ（50.3％），デジタルカメラ（49.2％），ラジ
オ（48.5％）と続く（図9）。

テレビはほぼ全世帯が保有しているが，地
上放送の電波を直接受信している世帯は少な
く，一般的にはケーブル，衛星，IPTVなどの
有料放送に加入してテレビ番組を視聴してい
る。ケーブルテレビ（図10では，有線放送〈総
合+中継〉と表記）に加入している世帯の比率
は74.8％，同様にIPTVは12.4％，衛星放送
は6.8％となっている。

また，2009年から2011年にかけてIPTVの
比率が7.7％から12.4％へと急上昇している。

しかし，ケーブルテレビの比
率は74.8％と韓国における最
大の放送プラットフォームであ
ることに変わりなく，デジタル
移行前の段階における放送環
境としてはケーブルテレビへの
加入世帯が圧倒的に多い。そ
の一方で，地上放送のみを視
聴している世帯は9％にすぎな
い。

韓国社会において圧倒的な
シェアを誇るケーブルテレビ
であるが，デジタル移行完了
後の加入世帯の状況について
も触れておく。韓国ケーブル
TV放送協会の発表によると，
2013年10月時点でデジタル
603万6,702（40.5 ％）， ア ナ
ロ グ887万6,652（59.5%）と
なっている。デジタル移行の
ちょうど1年前にあたる2011

図 9　世帯当たりのメディア保有率（3,413 世帯対象）

図 10　テレビ視聴の媒体別割合

出典：KCC『2011 年放送媒体利用行動調査』

出典：KCC『2011 年放送媒体利用行動調査』
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年12月時点でデジタル422万5,594（28.3％），
アナログ1,070万7,076（71.7 ％）， デ ジタル
移行した2012年12月がデジタル519万6,227

（34.9 ％）， アナログ970万8,790（65.1％）と
なっており，デジタル比率の上昇は一目瞭然で
ある。とはいえ，デジタル時代を迎えた現在
もなお，ケーブルテレビにおいてはアナログが
有効であるといった状況が浮き彫りになってい
る。

２.デジタルサービス状況
2013年10月時点で地上デジタルテレビの放

送事業者は，KBS，EBS，MBC本社と地域
MBC18 社，SBS，地域民放事業者10 社の
計32 社である。韓国では2000年代に入ると
すぐに地上デジタル放送の試験放送が始まり，
2001年10月には商業放送局のSBSがアジア
では初めて地上デジタル本放送を開始，同年
末までの短期間にKBS1，EBS，MBCも次々
に本放送をスタートさせた。以来，2012年末
のデジタル移行完了までの間，10年以上にわ
たってアナログ，デジタル双方による放送が続
けられてきた。

また，2000年代以降のデジタル化を推進す
る流れの中で，あらゆる手段を使い，できる
だけ多くの人々に番組を届けるのが公共放送本
来の任務であるとして，KBSはインターネット
を利用したオンライン･サービスを積極的に展
開した。その結果，ニュースや時事・教養番
組のみならず，ドラマや演芸・娯楽番組に至る
まで放送終了後も無料で視聴することが可能
になった。こうしたサービスはKBSだけでな
く，他の地上放送局も同様に行っている。ま
た，番組をただ視聴するためだけに用いるので
はなく，ドラマやショーなどのお気に入りのシー
ンを切り出して，自らそのシーンに名前をつけ
て投稿したり，知人に送ったり，あるいは自分
のブログにスクラップしたりと，視聴者がプラ
イベートでも使えるようにして，放送局と視聴
者，あるいは視聴者同士の相互交流も図って
いる。しかしその一方で，日本と同様に，韓
国でも若年層のテレビ離れが進む現状におい
て，KBSはこれらの視聴者層をいかに取り込
むかという課題を抱えている。

鮮明な画像の実現に向け，2000年代後半か
らは，HD（High Definition，高精細）番組の

表 4　年度別 HD 番組放送時間・比率 （本放送対象）

KCC が 2008 年から 2012 年にかけて公表した『放送産業実態調査報告書』の HDTV 番組編成に関する項目を基に作成。

2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

時間 比率 時間 比率 時間 比率 時間 比率 時間 比率

KBS1 132,180 32.8 220,535 55.3 238,365 60.8 304,190 76.9 364,635 91.8

KBS2 87,660 24.4 137,525 38.4 140,050 44.8 222,905 66.8 295,995 88.8

EBS 45,405 13.9 107,997 39.3 117,840 42.7 173,055 59.8 234,171 84.4

MBC 123,255 32.4 178,285 48.2 181,907 53.1 194,560 56.4 215,730 64.1

SBS 147,760 36.7 178,930 45.3 210,330 50.7 220,975 59.8 302,103 79.5

単位：時間（分），比率（％）
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比率を高める方向で，政府と地上放送局が一
体となって取り組みを続けてきた。KCCが公
表した調査によると，2007年では各チャンネル
のHD番組比率は，KBS1が32.8％，KBS2が
24.4 ％，EBSが13.9 ％，SBSが36.7 ％，MBC
が32.4 ％ で あ っ た が，2011年 で はKBS1が
91.8％，KBS2が88.8％，EBSが84.4％，SBS
が79.5％，MBCが64.1％となっており，数年の
間にHD番組の比率が急速に高まったことが分
かる（表4）。

しかし，地上アナログ放送の終了にともない，
政府や放送関係者たちの関心はすでにHDか
らUHD （Ultra High Definition，超高精細）
へと移っている。

３.次世代ロードマップと課題
4Kテレビをめぐっては，日本のメーカー

各社が新製品を市場投入するなか，韓国の
SamsungやLGも市場の主導権を握るために，
新製品の発表はもちろんのこと，コンテンツの
発掘にも力を注いでいる。例えば，LGはKBS
との共同制作で，2013年1月にUHD TV用ド
キュメンタリーを発表している。

KBSをはじめとする地上放送局は，KCCか
ら実験局としての認可を受けて2012年10月か
ら12月までと2013 年5月から10月までの2回，
地上放送網を利用した世界初のUHD実験放
送を行った。KBSによると，放送内容はドキュ
メンタリーやドラマなどで，すでにUHDカメラ
で制作した番組や，実験放送を行うにあたっ
て新たに制作した番組などを放送したケースも
あった。

一方，ケーブルテレビ業界は2013年7月，
地上放送局よりも一足早くUHDの商用化を前
提とした試験放送を開始した。今回スタート

した試験放送は，CJハロービジョン，C&M，
t-broad，現代HCN，CMBという韓国を代表
する5つのMSO（ケーブルテレビ局の統括運営
会社）が UHD専用チャンネルを設けて一般家
庭にサービスを供給するというものである。コ
ンテンツはまずドキュメンタリーと国内メジャー
配給会社のUHD映画から始め，2014年には，
ドキュメンタリー，映画，ドラマ，スポーツま
でコンテンツを増やしていく計画である。

また，衛星放送のKTスカイライフも，地域
ごとに事業者が分かれているケーブルテレビと
は異なり，全国単位のUHD放送を送出するこ
とができる特性を掲げてUHDの商用化を目指
している。

こうした地上放送や有料放送各社，また，
メーカーの動きに対して，政府はどのような形
でUHDを推進しようとしているのか。放送・
通信産業の振興機能を所管する未来創造科学
部（以下，未来部）が 2013年4月15日に公開
した次世代放送技術ロードマップ案（表5）を
みていく。UHDのこれからを中心にまとめら
れたこの案によると，UHDの商用化目標はケー
ブルが2015年，衛星が2016年，地上放送は
その2年後の2018年となっている。この案に
対して地上放送各社は2013年7月，UHD産
業育成の観点からコンテンツ制作能力を持つ
地上放送局が有料放送より先にUHD放送を
実施すべきだとの意見書を未来部に提出した
が，前述したように，ケーブル業界では2014
年予定の4KUHD試験放送について，計画を
前倒しする形で2013年7月から実施している。

今後のUHD推進の方向性を考える上での
緊急の検討課題は，地上放送のデジタル移行
によって空いた700MHz帯域をめぐる問題で
ある。2008年にKCCは，「アナログTV終了
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とデジタル転換以後の詳細チャンネル配置計
画」を公表し，従来，テレビ放送で使っていた
700MHz帯域（698 ～ 806MHz，幅108MHz）
を回収し，残りの470 ～ 698MHzだけをテレ
ビ放送用にするとしていた。この点に関しては，
現在もなお，放送と通信の関係者間で利害の
調整が図られている。放送事業者側が，次世
代放送，難視聴解消などのため，この帯域を
放送用に使わなくてはならないと強調する一方
で，通信事業者側は，無線データの急増によ
り，この帯域を通信用に活用するべきであると
主張している。こうした中，未来部とKCCは
700MHz帯域の周波数の効率的な活用方法を
検討するために共同研究班を立ち上げ，2013
年10月にキックオフ会議を開催した。共同研

究班の構成は，未来部および KCCの担当課
長と，専門性や多様性を考慮して，学界，研
究機関などの専門家18人が選ばれた。

地上デジタル放送への移行完了から約1年
が経ったが，地上放送を直接受信する世帯が
全世帯の1割に満たない中で，はたしてUHD
放送のために700MHz帯域を使用することが
どれほどの意味を持つのか，また，ケーブル
テレビ視聴世帯の半分以上がいまだにアナロ
グ変換により視聴しているが，実際のところ
UHDは本当に必要とされているのか。利用者
の便益や将来の周波数の需要などに関する共
同研究班の議論の結果，およびそこから導き
出される未来部とKCCの判断に注目したい。

（田中則広）

表 5　次世代放送技術ロードマップ案

出典：「未来部，UHD，3D など次世代放送本格的始動」（未来創造科学部報道資料，2013 年 4 月15 日付）。

2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

主要イベント

ブラジルワールドカップ
（6 月）
インチョンアジア
競技大会（9 月）
プサン ITU 全権
委員会議（10 月）

ブラジル
オリンピック（8 月）

ピョンチャン冬季
オリンピック（2 月）

衛
星
放
送

チョンリアン
衛星

標準制定のための
4K 実験放送

標準適用のための
4K 実験放送

標準制定のための
8K 実験放送

標準適用のための
8K 実験放送

標準改正のための
8K 実験放送

オルレ 1 号 標準改正のための
4K 実験放送 4K 試験放送 4K UHD 商用化

ケーブル
テレビ

地上放送

標準制定のための
4K 実験放送

標準適用のための
4K 実験放送

標準改正のための
4K 実験放送

標準制定のための
8K 実験放送

4K 試験放送

標準適用のための
8K 実験放送

4K UHD 商用化

標準改正のための
8K 実験放送

標準制定のための
チャンネル結合技術
4K UHD 実験放送

4K 伝送実験
伝送方式 /
標準比較

伝送，
エンコード研究

パイロットスタジオ
構築

電波環境測定

4K 実験放送

放送網 / 伝送網 / 中継網構築

4K 試験放送 4K UHD
商用化

4K UHD
商用化

商用セットトップボックス生産
（10 か月）
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 おわりに
7カ国のメディア状況を総括してみると，各

国ともにインターネットと携帯端末の爆発的な
普及を背景に，既存の放送事業者による通信
網を利用したテレビ番組サービスが本格化し，
Netflixなど開放型の新しいインターネット有料
動画サービス（OTTサービス）が各国で提供
されるなど，見たい番組やコンテンツの選択的
視聴を促すデジタル配信が行われている。こう
したなか，2012年のテレビ視聴時間は4時間
を超え，テレビ視聴は長時間化している。そし
て，テレビ受信機による放送と同時のリアルタ
イム視聴が依然として強力な視聴スタイルを維
持している。ただし，2012年にはロンドン・オ
リンピックが開催され，テレビ視聴を増加させ
た要因の1つであることも考慮する必要がある
だろう。

2010 年あたりからテレビにインターネット接
続機能を備えたスマートテレビが次世代テレビ
として市場に出回るようになったが，放送事業
者の技術開発による放送通信連携サービスを
可能とする “コネクテッドテレビ”が登場して
いる。日本ではNHKがハイブリッドキャスト
として，2013 年9月からサービスを開始した。
ヨーロッパではこれに先駆け，公共放送や商
業放送の無料放送事業者によるコネクテッド
テレビが登場し，普及の兆しがみられる。フラ
ンス・ドイツのHbbTV，イギリスのYouView，
そしてイタリアのTivù Onの3つのサービスで
ある。いずれも，固定のテレビ受信機にイン
ターネットを接続し，見逃したテレビ番組をオ
ンデマンドで視聴できるという共通の特徴を
持っている。しかし，HbbTVとYouViewとで
は，異なる方向を目指しているようにみえる。

HbbTVは，放送で視聴している番組やチャン
ネルにリンクした情報や独立したニュース・情
報，あるいは番組参加型の代表ともいえる投
票など，インターネットの双方向機能を前面に
出している。これに対し，YouViewは，地上
デジタル放送のテレビチャンネルであれば，番
組ガイドからどのチャンネルの番組でも過去番
組も含め自在に検索して視聴することができ，

「くつろいで，テレビを見る」という，きわめて
従来型のテレビ的な視聴を重視しているように
みえる。

今回とりあげた7カ国はいずれもアナログ放
送が終了し，空いた周波数や未使用の周波数
の有効活用として，需要が拡大する無線ブロー
ドバンドへの検討が行われている。周波数の
再編や利用可能な周波数の特定など，課題
は多いが，アメリカでは早くも地上放送事業
者に割り当てた周波数の未使用部分を返還さ
せ，通信に転用するという方針が決定し，注
目を集めている。一方，ヨーロッパでは，通
信に転用する前に，地上放送の高度化や拡充
を優先している。少なくとも調査対象国では
地上放送の完全HD化が最重点事項であり，
2018 年から2020 年までにHD化を完了し，次
にUHD（4K）へと進むようである。調査対象
国の中で，地上放送での4Kへのロードマップ
を明らかにしているのは，現在のところフラン
スと韓国の2カ国にとどまっている。

周波数は国際的な取り決めで割り当てられ
た貴重な国家資源であり，この利用には国の
一貫した政策が求められている。周波数の効
率的利用は技術の進歩によるイノベーションに
支えられている。日々刷新される技術を背景
に，現在の地上放送に使用されている周波数
帯の将来計画をめぐる議論は，これまで地上
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放送が果たしてきた社会的役割の評価と今後
の期待を示すものではないだろうか。

（海外メディア研究）
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