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序 

 

戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支えた

のは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石油危機な

どの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は多大なもので

ありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一

方、わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢いを失ってきつ

つあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高年齢化社会対策等、今後

解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて従来に

もましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界あげて取り組む必要に迫ら

れております。わが国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力するこ

とから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績

をあげるまでになってきております。 

これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくにはこの力をさらに

発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙げ、世界

をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の各企業におけ

る研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発

により、今後大きな成果につがるものと確信いたしております。 

こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの一つ

として社団法人電子情報技術産業協会に「電子情報分野における新たなビジネス展開調査」を

調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸

甚であります。 

 

平成１６年３月 

 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会  長 相 川 賢 太 郎 



 

 

はじめに 
 

わが国では、ＩＴ利活用による「元気・安心・感動・便利」社会を目指すため、e-Japan 戦

略Ⅱが 2003 年７月に策定され、「構造改革」、「新価値創造」、「個の視点」、「新たな国

際関係」を基本理念に、ＩＴ基盤を活かした社会経済システムの積極的な変革が推進されてお

ります。 

わが国のインターネット人口は、既に 6,000 万人を超え、また携帯電話も 8,000 万台を超え

る普及を見せており、Ｗｅｂアクセスによる様々な情報入手にとどまらず、携帯電話による情

報入手、さらには動画メールによる映像コミュニケーションも人々の日常生活の中に深く浸透

しております。また、全国の地方自治体では、電子自治体の整備に向けた取り組みがなされて

おり、市町村合併を契機にした地域情報基盤の整備も全国各地で推進されております。 

2003 年 12 月１日に東名阪でスタートした地上デジタル放送は、2006 年 12 月に地上デジタ

ル放送が開始される地域においても、デジタルテレビの需要を喚起しており、さらにテレビを

家庭の総合情報端末としたアプリケーションの開発も行われており、デジタル技術を活用した

ホームネットワーク市場の広がりもますます期待されるところであります。 

 このような状況の中で、今後の日本における新たなビジネスの方向性を探るため、特に先進

的な米国における電子情報分野における新たなビジネス展開について調査を実施いたしまし

た。 

最後に、この調査の実施にご協力をいただきました多くの方々に謹んで感謝の意を表します

とともに、この成果が、関連産業の発展に少しでもお役に立つことができましたら幸いと存じ

ます。 

 

平成 16 年 3 月 

社団法人  電子情報技術産業協会 

   会 長   佐 々 木   元 
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第１章 米国における電子メディア産業の動向 

 

 

１． 米国の電子メディア産業の概況 

 

１－１. 概要 

米国連邦通信委員会 (ＦＣＣ) は、2004 年 1 月 28 日、ビデオ番組配信市場の競争に関する第 10

回年次報告書を発表した。同報告書では、競争の状況を調査し、2003 年の競争市場に起こった変

化を検討、引き続き存在する競争の障害について考察している。また、過去 10 年間およびその期

間内におけるビデオ番組配信市場の競争状況を考察している。  

報告書は、全体として、これまでの 10 年間にわたる議会の努力、技術的進歩、ビデオ番組配信

の新規プラットフォーム投資により、圧倒的多数のアメリカ人が歴史上で最も多様な選択肢、ビデ

オ番組、サービスを享受していることを明らかにしている。 

現在、放送チャンネル数の増加に加えて、ケーブル事業者、その他の多チャンネルビデオ番組配

信（multichannel video programming distribution =“ＭＶＰＤ”）サービスも、高度ビデオ・

サービス、多数の非ビデオによる高度サービスを提供している。ケーブルテレビは、依然としてビ

デオ番組配信の先端技術を持っている。10 年前、ケーブル事業者は、全米ＭＶＰＤ加入者のほぼ

100 パーセントを獲得していた。今日、ケーブルのシェアは全ＭＶＰＤ加入者のおよそ 75 パーセ

ントに減少した。 

既存ケーブル事業者の競合相手は、程度は異なるが過去 10 年間にさまざまなサービスが台頭し、

常に積極的ではないが発展している。たとえば、米国議会とＦＣＣは以前よりも地域電話事業者

（local exchange telephone companies =ＬＥＣｓ）がビデオ・システムに参入し、ケーブル・シ

ステムに対する主要競争事業者となることを期待していた。1992 年、ＦＣＣは、規制緩和により、

ＬＥＣ参入を許可するビデオ・ダイヤル発信の枠組みを制定した。これに引き続き、議会は、通信

法を改正し、４規制枠組みの 1規定により電話サービスにＬＥＣの参入を認可した。しかし、競争

育成を目的とするこれら努力にもかかわらず、ＬＥＣのビデオ市場参入ははかばかしく進展しなか

った。  

これにひきかえ、直接放送衛星（direct broadcast satellite =ＤＢＳ）サービスは、1993 年

に初の商業用放送が開始されたが、ケーブルに対する最大手の競争業者となった。今日、大多数の

消費者には、高度ビデオ技術およびインターネットサービスなどケーブル事業者の技術と同様のサ

ービスを提供する少なくとも２社の全米規模のＤＢＳプロバイダーによる選択肢がある。 

現在、ＤＢＳは、全ＭＶＰＤ加入者のほぼ 22 パーセントを獲得している。今日、他の配信技術

（すなわちオーバービルダー、無線ケーブル･システム、専用ケーブル・システム）は過去 10 年間

にケーブル・システムの競争選択肢が限られた地域で少数の加入者を獲得しているにすぎない。 
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ケーブル、非ケーブルＭＶＰＤｓ加入世帯総数は、過去 10 年間に著しい増加を示し、増加傾向

は持続している。1993 年末に、総数で 6,030 万世帯が、ＭＶＰＤサービスに加入していた。2003

年６月時点で、9,410 万世帯がＭＶＰＤｓに加入しており、過去 10 年間で 56 パーセントを越す増

加となった。ケーブル加入世帯数は引き続き増加し、1993 年末のケーブル加入世帯の 5,720 万か

ら 2003 年６月時点でほぼ 7,050 万に到達した。しかし、過去数年間、ケーブル加入率は減少傾向

になり、2003 年６月時点のケーブル加入世帯総数は 1999 年末とほぼ同数だった。非ケーブルＭＶ

ＰＤｓ加入世帯総数は、1993 年末に 310 万、1998 年６月に 1,123 万、2003 年６月に 2,370 万と、

1993 年以降の増加が顕著である。 

 

2003 年のＦＣＣによる調査期間内に、ケーブル料金は著しく値上がりした。労働統計局によれ

ば、1993 年末から 2003 年 6 月末の間に、一般的な価格変動の尺度である消費者物価指数 (ＣＰＩ)

は、およそ 25.5 パーセント上昇したが、ＣＰＩのサブカテゴリーとして測定されるケーブル料金

は、53.1 パーセント上昇した。2002 年 6 月から 2003 年 6 月の期間に、全体的なＣＰＩが 2.1 パ

ーセント増にもかかわらず、ケーブル料金は 5.1 パーセント増だった。（注：米国では、ケーブル

料金が、公共料金と同じように扱われており、消費者の負担増は、常に社会的問題となっている） 

料金の上昇と時を同じくして、ビデオおよび非ビデオ・サービスが増加した。それらサービスに

は、ビデオ・チャンネル数の実質増、ケーブルの利用増（ケーブル視聴率の実質増として測定され

る）、消費者から別個に料金を徴収する高度サービスの提供増が含まれる。ケーブル事業者によれ

ば、コスト増の原因はインフレ率より速く上昇する番組コストと顧客サービス部門の規模拡大とス

キルの向上に伴う人件費だった。最近の米国会計検査院（Ｕ.Ｓ. General Accounting Office＝Ｇ

ＡＯ）調査結果によれば、番組コスト、インフラ投資、ケーブル事業者の消費者サービス経費がケ

ーブル料金を押し上げていることが明らかになった。  

第 10 回年次報告書では、ビデオ番組配信市場の競争業者の現状について詳しく報告を行なって

いる。ビデオ番組配信としては、ケーブル・システム、衛星放送サービス（ＤＢＳおよびＨＳＤ）、

ブロードバンド・サービス・プロバイダー、無線ケーブル・システム、専用ケーブル事業者（ＳＭ

ＡＴＶ）、地上放送事業者、地域電話事業者（ＬＥＣ）の参入、オープン・ビデオ・システム、イ

ンターネット・ビデオ、ホーム・ビデオの販売およびレンタル、電気およびガスの公共事業体が含

まれる。  

 

２００４年１月 28 日に公表されたＦＣＣの報告書では、ＭＶＰＤ市場の水平統合、ケーブルテ

レビ系列と番組供給事業者間の垂直統合に加えて、ケーブル・モデム、ナビゲーション・デバイス

など新技術の検討、新サービスの評価により市場構造と競争を明かにしている。  
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１－２. 産業の成長 

2003 年報告書で、ＦＣＣは、ビデオ番組配信市場の競争状況を調査、2003 年および過去 10 年間

にわたる競争環境の変化を検討、継続する競争の障害について考察を行った。競争は、消費者に選

択、優れたサービス、高い品質、技術革新をもたらす。全体としてみると、一部では過去 10 年間

にわたる議会努力、技術の進歩、ビデオ番組配信の新プラットフォームへの投資により、圧倒的多

数のアメリカ人は、歴史上かつてなく多い選択、番組、サービスを享受している。現在、ビデオ・

チャンネル数の増加に加えて、ケーブル事業者およびその他ＭＶＰＤも最新ビデオ・サービスと多

数のインターネットサービスを提供している。しかし、ケーブルテレビは、依然としてビデオ番組

配信に優れた技術を擁している。1993 年末、ＭＶＰＤ加入者の 94.89 パーセントがケーブル事業

者からビデオ番組を受信し、2003 年 6 月までにＭＶＰＤ加入者の 74.87 パーセントがケーブル事

業者からビデオ番組を受信していた。 

 ケーブルおよび非ケーブルＭＶＰＤｓの加入者総数は、過去 10 年間で著しく増加し、毎年持続

的に増加している。1993 年末、6,030 万世帯が多チャンネル・ビデオ番組サービスに加入し、2003

年 6 月には 9,410 万世帯となった。これは過去 10 年で 56 パーセントを超す増加である。過去 10

年間にわたる加入者増は、ケーブルＭＶＰＤｓの 14.2 パーセント増、非ケーブルＭＶＰＤｓの

21.26 パーセント増を伴い、2003 年 6 月時点でテレビ世帯のＭＶＰＤ普及率は 85.25 パーセントと

なった。ＭＶＰＤ加入テレビ世帯が 86.42 パーセントに達した 2001 年６月はテレビ世帯における

ＭＶＰＤ普及率のピークだった。 

 

第 1 回報告書以降、ケーブル加入世帯数は増加の一途をたどり、1993 年末の 5,720 万から 2003

年６月にはほぼ 6,590 万に到達した。しかし、過去数年間に、ケーブル加入率は減少し、2003 年

６月に、1999 年末とほぼ同数のケーブル加入世帯数となった。非ケーブルＭＶＰＤ加入世帯総数

は、1993年末の310万から2003年６月時点で2,370万に増加し、1993年から著しい増加となった。  

 ＤＢＳ 加入世帯数は、10 年前すなわち 1993 年の開始以来、著しく増加し、現在、全ＭＶＰＤ

加入世帯の 21.63 パーセントとなっている。同サービス開始以降、ＤＢＳ増加率は昨年を除き毎年

ケーブル増加率を２桁で上回った。2003 年は、ＤＢＳの成長がケーブル成長率を 9.16 ポイント上

回った。2002 年６月から 2003 年６月の期間のみをとっても、ＤＢＳ加入世帯数はおよそ 1,820 万

世帯から 2,040 万を超える世帯数に増加した。ＤＢＳの持続的成長は、1999 年衛星世帯視聴者改

善法（Satellite Home Viewer Improvement Act of 1999＝ＳＨＶＩＡ）により当局が、ＤＢＳ事

業者に地域市場において、ローカル放送局の番組の再送信を許可し、サービスの提供市場数が拡大

したことに原因の一部がある。サービス開始以来、ＤＢＳは、以前にＭＶＰＤｓに加入していなか

った消費者のみならず、既存ケーブル加入者をも引き付けることになった。 

2003 年、ＭＭＤＳ（Multichannel Multipoint Distribution System）およびＣバンド衛星サー

ビス（ＨＳＤ＝Home satellite Dish）は引き続き減少、既存地域電話事業者のビデオ番組配信参
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入も同じく減少、市場シェアは小規模であるがオープン・ビデオ・システム（open video systems 

＝ＯＶＳ）と専用ケーブルの加入者数が比較的安定していた。これらサービスの加入者数と関連市

場シェアは、過去数年間に徐々に減少してきたが、これらサービスの普及と利用は、従来のＭＶＰ

Ｄサービスの初期的な無線受信として大きく貢献しており、現在の全デジタル無線ＤＢＳサービス

の逐次利用を促進してきた。 

 

１－３. ケーブル料金 

2003 年、ケーブル料金は著しく値上がりした。労働統計局によれば、1993 年末から 2003 年末ま

での期間に、一般的な物価変動の尺度である消費者物価指数(ＣＰＩ)は、およそ 25.5 パーセント

上昇したが、ＣＰＩのサブカテゴリーとして測定されるケーブル料金は、およそ 53.1 パーセント

上昇した。2002 年６月から 2003 年６月までの期間に、ＣＰＩが 2.1 パーセント増であったのに対

して、ケーブル料金は 5.1 パーセント増だった。異なる方法論を使用し、異なる構成のケーブル・

サービス、異なる期間によるＦＣＣのケーブル産業年次調査によれば、ケーブル番組サービス・テ

ィア(ベーシックサービスの拡張またはＣＰＳＴ＝cable programming service tier)として最も加

入率の高いベーシックサービスの月額料金と機器は、2001 年 7 月 1日から 2002 年７月 1日の期間

に 8.2 パーセント上昇した。 

 しかし、これら料金の上昇と時を同じくして、ビデオおよび非ビデオ・サービスの提供数が増加

した。これらサービスには、ビデオ・チャンネルの実質増、ケーブルの利用増（ケーブル視聴率の

実質増として計測される）、高度サービスの追加提供が含まれる。ケーブル事業者によれば、コス

ト増の原因はインフレ率より速く上昇する番組コストと顧客サービス部門の規模拡大とスキルの

向上に伴う人件費だった。 

 最近のＧＡＯ調査でも、番組コスト、インフラ投資、ケーブル事業者による消費者サービス経費

増がケーブル料金を押し上げていることが明らかになった。ＧＡＯ は、企業合併の本質にかかわ

る一定要因によりケーブル事業者が加入するケーブル・ネットワークの選択次第でそのケーブル料

金に間接的な影響をもたらすと産業リーダーは信じていることに注目している。ＦＣＣは、一定の

地域でケーブル事業者の料金決定は直接的な競争に影響されることにも注目している。 

 既存ケーブル事業者が通信法で定義される「効果的競争」に直面すると、消費者サービスの改善、

双方向サービスのような新規サービスの追加のみならず、料金の引下げ、月額料金の変更なしのチ

ャンネル増など、さまざまな対応を行う明らかな前例がある。この点に関して、最近のＧＡＯ調査

報告書では、回線ベースの競争がある地域では、ケーブル料金は 15 パーセント低いことを指摘し

ている。さらに、ＧＡＯによれば、ＤＢＳ事業者が地域放送局の番組の再送信サービスを行う市場

では、料金はわずかに低いだけであるが、ケーブル事業者はＤＢＳ競争に対応してサービスの質の

改善に努力している。 
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１－４. ケーブル、電話サービスの統合 

米国議会とＦＣＣは、ＬＥＣビデオ・システムがケーブル・システムの主要競争者となることを

期待していた。1992 年、ＦＣＣは、 法的禁止に従いＬＥＣのビデオ市場参入を許可するビデオ・

ダイヤルトーンを制定した。これに続き、議会は通信法を修正し、オープン・ビデオ・システム（open 

video system ＝ＯＶＳ）枠組みを含む４法定枠組みのうち１枠組みに基づき電話サービスへのＬ

ＥＣの参入を許可した。 

これら２つの試みは、既存ケーブル事業者と電話事業者間の競争育成を目的としていた。競争強

化の試みにもかかわらず、ＬＥＣのビデオ市場参入の実現は失敗に帰した。数社の小規模ＬＥＣが

既存電話回線によりＭＶＰＤサービスの提供を続けるかまたは提供の準備をしているにすぎない。

また、ＦＣＣは 1997 年報告書で初めて、数社のＭＳＯが電話サービスを開始していることを指摘

した。ケーブル事業者による電話サービスが既存 ＬＥＣｓに対する競争の主要手段となるものと

ＦＣＣは予想していたが、現在、一部のケーブルＭＳＯｓが回線交換電話を提供しているにとどま

っている。しかし、大部分のケーブルＭＳＯｓは、電話サービスの展開をＩＰ電話技術を利用し、

サービスを提供する予定である。現在、これらケーブル事業者の一部がＩＰ電話サービスを提供ま

たは試験中である。  

 

１－５. 高速インターネット・サービス 

最も重要なサービスの組み合わせは、インターネット接続サービスとビデオ番組サービスである。

ＦＣＣは 1997 年報告書で初めてケーブル事業者がケーブル・モデム経由でインターネットの高速

接続を含むサービス・パッケージの提供を開始していることを報告した。1998 年末までに、加入

世帯はおよそ 50 万となった。一部のケーブル事業者は、加入者のテレビと特別設計のセットトッ

プボックスによりインターネット接続を提供しているが、ケーブルによるインターネット接続で最

も人気が高い方法は、現在もケーブル・モデムとパーソナル・コンピュータの使用による方法であ

る。 

現在、大手ＭＳＯｓの全社がサービス地域のほぼ全域でケーブル・モデム経由のインターネット

接続サービスを提供し、中小のケーブル事業者のおよそ半数がこのサービスを提供している。2003

年６月時点で、ケーブル・モデムによる高速インターネット接続加入世帯は 1,380 万を超えていた。

ＤＢＳ産業は、ケーブルと同様に顧客に高度サービスの提供する方法の開発努力を続けている。多

数のＭＭＤＳおよび専用ケーブル事業者もインターネット接続サービスを提供している。さらに、

ＢＳＰｓ（Broadband Service Providers）は、ビデオ、音声、高速インターネット接続を含むサー

ビス・パッケージを提供する目的で最新システムの構築を行っている。 

 

１－６. 参入と競争の推進 

第 1回報告書以降、非ケーブルＭＶＰＤｓは、既存ケーブル事業者との競争能力を制限する参入
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規制とその他障壁を指摘してきた。これら非ケーブルＭＶＰＤｓは、1994 年報告書で報告された

同じ参入障壁の多数を現在もなお経験していることを報告している。 

 例えば、1994 年報告書で、非ケーブルＭＶＰＤｓは垂直統合したケーブル番組制作事業者やケ

ーブル事業者との独占的協定を締結した外部番組制作事業者からの番組購入が厳しくなったこと

をＦＣＣは指摘した。多数の非ケーブルＭＶＰＤｓは、今日も同じ問題を報告している。番組接続

規則の適用外扱い、とりわけ番組地上配信の配信事業者除外の結果としてスポーツ中継と地域ニュ

ース番組接続の問題を報告する事業者もあった。1998 年報告書で、ＦＣＣは、既存ビデオ番組配

信事業者が長期または独占的な契約を結んでいるため、集合住宅（multiple dwelling units＝Ｍ

ＤＵｓ）における参入可能性が阻まれる、または制限されていることを指摘した。これは、今日で

も懸念される問題である。さらに、過去の報告書で指摘したように、非ケーブル・ワイヤーライン

ＭＶＰＤｓは、地方自治体からの許認可やシステム増築に必要とされる電柱での作業の問題を報告

している。これらは引き続き懸念される。 

 

１－７. 配信技術に関する調査結果 

ビデオ番組配信市場で特に使用されている配信技術に関するＦＣＣの調査結果は、以下の通りで

ある。 

 

１－７－１. ケーブル・システム 

1994 年報告書以降、ケーブル・テレビ・サービスの加入世帯は着実に増加した（1993 年末から

2003 年６月の期間に、加入世帯は 5,720 万から 6,590 万へと 15.2 パーセント増加した）。近年、

加入世帯が減少したケーブル事業者があるが、産業全体として毎年およそ２パーセントの対前年平

均増加率を経験した。同産業では、収益（1993 年末から 2002 年末の期間におよそ 125 パーセント

増）、ケーブル・ネットワークの全日視聴率（1993 年-1994 年のテレビ・シーズンでは平均 29 シ

ェアから、2002 年-2003 年シーズンの平均 55 シェアへと上昇）、番組制作経費が引き続き増加し

た。過去 10 年間に、ケーブル産業は、ケーブル設備のアップグレードと改善に 750 億ドルを投じ

てきた。その結果、デジタル圧縮技術が導入されてきた。これにより、インターネット接続と電話

など非ビデオ・サービスの発売のみならず、過去 10 年間に著しいチャンネル増を伴った。 

 

１－７－２. ダイレクト・トウ・ホーム(ＤＴＨ) 衛星サービス(ＤＢＳ および ＨＳＤ) 

1994 年以降、ビデオ・サービスは、加入者の家屋内に設置された小さなＤＢＳアンテナに信号

を伝送する高出力ＤＢＳ衛星により利用可能となっていた（ＤＢＳサービス）。低出力衛星と大き

なアンテナを使用するビデオ・サービス（ＨＳＤサービス）は、1979 年以降に利用可能となった。

現在、ＤＢＳ は 2,000 万を超す加入世帯があり、2002 年報告書以降、およそ 11.6 パーセントの

増加である。実際に番組パッケージを購入しているＨＤＳユーザー数を数えると、ＨＳＤサービス
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の加入世帯は 50 万を多少上回る。これは、1995 年の加入世帯ピークの 240 万から明らかに減少し

ている。ディレクＴＶとエコースターは、多チャンネル・ビデオ番組サービスの最大手５プロバイ

ダーに含まれる。2003 年６月の時点で、ＤＢＳは全国的なＭＶＰＤ市場で 21.6 パーセントのシェ

アを獲得していた。現在、ＨＳＤはＭＶＰＤ市場で 0.53 パーセントのシェアである。ＨＳＤのピ

ーク時には、ＭＶＰＤサービス加入者のほぼ 3.5 パーセントを占めていた。 

 

１－７－３. ブロードバンド・サービス・プロバイダー  

1994 年報告書 で、ＦＣＣは地方自治体および独立の重複施設（overbuilder）を考察した。当

時、ビデオ配信は重複施設の配信のみを照準としていた。2001 年報告書 でＦＣＣ は、ビデオ、音

声、高速インターネット接続を含むパッケージによる通信サービスを提供する最新システムの使用に

より既存ケーブル・システムと競合する事業体で、ＢＳＰｓ（Broadband Service Providers）と呼

ばれる新しい種類のプロバイダーについて言及した。2003 年６月の時点で、ＢＳＰは、およそ 140

万の加入世帯を獲得し、全ＭＶＰＤ世帯のおよそ 1.5 パーセントを占めていた。   

 

１－７－４. 無線ケーブル・システム 

現在、無線ケーブル産業（ＭＭＤＳ＝ Multichannel Multipoint Distribution System, 固定無

線広帯域接続システム）は、限定地域のケーブル産業との競争状態にある。1993 年末で、ＭＭＤ

Ｓサービスの加入者はおよそ 40 万人だった。1998 年半ばのピーク時に、ＭＭＤＳシステムはおよ

そ 100 万人の顧客にビデオ・サービスを供給していた。ＭＭＤＳの加入者は、2002 年 6 月のおよ

そ 49 万人から 2003 年 6 月の 20 万人へと減少した。デジタルＭＭＤＳの到来とＦＣＣによる双方

向ＭＭＤＳサービスの認可により、最終的に多数のＭＭＤＳの周波数は高速データ・サービス提供

用として使用される見込みである。無線ケーブルは 1993 年末にＭＶＰＤ市場でおよそ 0.66 パーセ

ントのシェアを、2003 年 6 月には全米ＭＶＰＤ市場でおよそ 0.21 パーセントのシェアを占めてい

た。そのピーク時でもＭＭＤＳのシェアはＭＶＰＤ市場の 1.3 パーセントに過ぎなかった。 

 

１－７－５. 専用ケーブル事業者 

 ＳＭＡＴＶ（Satellite Master Antenna Television） 事業者としても知られる専用ケ－ブル事

業者は、ケーブル・システムと同じ技術を一部に使用しているが、公共用地を使用せずに、主とし

てＭＤＵｓ （Multi-Dwelling Units、集合住宅）に住む加入者を照準としている。1993 年末に、

ＳＭＡＴＶサービス加入者はおよそ 100 万人で、ＭＶＰＤ市場で 1.67 パーセントを占めていた。

今日、加入者は 120 万人を多少上回り、ＭＶＰＤ市場でおよそ 1.27 パーセントを占めている。加

入者は、2002 年半ばをピークに減少した。当時のＳＭＡＴＶ加入者はおよそ 160 万人、ＭＶＰＤ

市場で 1.78 パーセントを占めていた。 
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１－７－６. 地上放送事業者 

地上テレビ放送局とネットワーク、非放送ネットワークも同様に、番組を制作するか、第三者の

制作業者から番組を購入する必要がある。放送ネットワークと放送局は、ＭＶＰＤｓによる配信コ

ンテンツの供給事業者でもある。さらに、ＭＶＰＤｓ加入世帯ではないテレビ世帯とそれらサービ

スに接続していないＭＶＰＤｓ世帯のテレビ装置に直接にビデオ番組を供給する。1994 報告書以

降、放送産業では、操業局数が増え続け（1993 年 11 月で 1,518 局、2003 年６月時点で 1,726 局）、

過去 10 年間で毎年平均 1.3 パーセントを超える放送局が増設されたＭＶＰＤｓ、非放送ネットワ

ークのような放送局とネットワークは、広告収入を基盤としている。1994 年報告書以降、広告収

入は年平均で 6パーセント増だったが、2001 年の景気後退期に劇的な下落となり、対前年比 12 パ

ーセント減となった。 

視聴率は、長年、下降している。2002 年-2003 年のテレビ・シーズンに、放送テレビ局（ネッ

トワーク系列、独立テレビ局、公共放送局）をあわせると、全テレビ世帯プライム・タイム視聴率

で平均 49 パーセントだった。これに対して 10 年前では平均 74 パーセントだった。2002 年-2003 年

のテレビ・シーズンに、放送テレビ局をあわせると、全テレビ世帯による全日視聴は平均 45 パー

セントであるが、10 年前には平均 71 パーセントだった。放送テレビ局は引き続きデジタル・テレ

ビ（ＤＴＶ）を展開している。2003 年 9 月の時点で、トップ 10 のテレビ市場でトップ４ネットワ

ーク系列下の 40 局のうち２局以外の全放送局がＤＴＶサービスを提供している。実質的には、

1,300 を超す商業テレビ局のすべてがＤＴＶ建設許可または免許を取得し、1,038 局がＤＴＶを放

送している。これはほぼ 80 パーセントに当たる。 

 

１－７－７. ＬＥＣ の参入 

 過去 10 年、ＬＥＣのビデオ市場参入は精彩を欠くものだった。以前、ＦＣＣは、最大既存ＬＥ

Ｃｓの大部分がビデオ事業から撤退したと報告した。最も注目される例外はベルサウスで、同社は、

現在、140 万世帯にホームパスし、14 地域で重複ケーブル・システムを運営している。さらに、数

社の既存ＬＥＣｓは、既存電話回線からＭＶＰＤサービスを提供、または提供準備段階にある。ク

エスト・コミュニケーションズ・インターナショナル（前ＵＳ West）は、数市場で超高速デジタ

ル加入者回線（very high-speed digital subscriber line＝ＶＤＳＬ）を使用する既存銅線電話

回線からのビデオ・サービス、高速インターネット接続、電話サービスを提供している。現在、そ

の多くが競争的ＬＥＣｓであるＢＳＰｓは、主なＯＶＳ免許所有事業者である。事実、過去 10 年

間に、アメリテック（Ameritech、現在はＳＢＣが所有） は、既存ＬＥＣとしてビデオ番組配信市

場に参入、設備ベースのサービスを販売、構築、1998 年までに 170 万を超す世帯をホームパスす

る可能性をもつ 111 ケーブル・フランチャイズを維持、ほぼ 25 万の加入者を獲得していた。しか

し、アメリテック（ＳＢＣ）は最終的にビデオ配信システムの全株式を売却し、もはやビデオ事業

にかかわっていない。 
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１－７－８. インターネット・ビデオ 

1994 年、インターネット・ビデオはまだ利用されていなかった。 ワールド・ワイド・ウェブは、

緒についたばかりの技術だった。2003 年６月時点で、推定 5,900 万人のアメリカ人がインターネッ

ト接続サービスに加入していた（そのうち2,000 万人が高速インターネット接続サービスに加入して

いた）。インターネット上で接続可能なリアル・タイムのダウンロードが可能なビデオはさらに広く

利用され、コンテンツの量は増加している。しかし、インターネット・ビデオの普及と利用への関

心の高まりにもかかわらず、従来のビデオ・サービスに対抗する直接の競争者となる事業者はいま

だ見られない。 

 

１－７－９. ホーム・ビデオの販売、レンタル 

ＦＣＣは、ビデオカセット、ＤＶＤ、レーザー・ディスクを含むホーム・ビデオがＭＶＰＳｓに

よるプレミアムおよび有料サービスと類似のサービスを提供しているため、それらの販売とレンタ

ルをビデオ市場の一部と考えている。1994 年、ＶＣＲ 普及率はテレビ世帯の 84 パーセントとな

った。2003 年、ニールセン・メディア・リサーチは、テレビ世帯のＶＣＲ普及率が 91 パーセント

と推定した。1998 年報告書は、1997 年に発売されたＤＶＤ技術がビデオ番組視聴の手段としてレ

ーザー・ディスク技術にとってかわると報告したＦＣＣ初の報告書となった。ＤＶＤプレーヤーを

所有する世帯数は、発売以来急速に増加し、ＤＶＤｓはホーム・ビデオ市場で大きなインパクトと

なった。2003 年の前期のみで、機器メーカーは 1,030 万台のＤＶＤプレーヤーを販売した。最新

のホーム・ビデオ技術はパーソナル・ビデオ・レコーダー(ＰＶＲ)である。1999 年発売のＰＶＲ

ｓは、ＭＶＰＤから購入し、同じくＭＶＰＤを通して加入するか、またはＰＶＲサービス事業者か

ら直接に購入、加入する。現在、ＰＶＲ加入者数から測定すると、およそ 210 万のＰＶＲｓが使用

されている。 

 

１－７－１０. 電気、ガス公共事業体 

1994 年、一部の公益事業体が重複施設を持つ既存ケーブル・システムにより、非常に限定的で

はあるが、ビデオ・サービスの準備にとりかかった。1996 年法の一部として成立した通信法セク

ション 103 では、公認公共事業体によるビデオ市場参入を抑制していた規制障害を取り除いた。今

日、多数の公共事業体が多チャンネル・ビデオ番組配信にかかわる事業に取り組んでいる。これら

公共事業体のサービスはいまだに広く知られていないが、公共事業体は点在する地域内で競争を提

供している。光ファイバー・ネットワークの所有、公共用地の使用などの特色は、公共事業体の競

争力を高めている。公共事業体が自ら通信サービスを提供していることもあれば、ＰＥＰＣＯとＲ

ＣＮの合弁企業であるスターパワーのようなブロードバンド・サービス・プロバイダーと提携する

公共事業体も見られる。また、特に農村地域の地方自治体は、既存ケーブル事業者と電話事業者が

存在しない地域で一連のサービスを提供するため、高度通信ネットワークの構築を歓迎するものと
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思われる。報告書では、105 社の公共電力事業体がビデオ・サービスを提供していると指摘してい

る。 

 

１－８. その他の結果 

１－８－１. 統合と集中化 

ケーブル事業者はシステムの買収と売却を行っているが、多年にわたる急速な統合と集中化の後、

トップのケーブル事業者の統合は昨年わずかながら下火となった模様である。例えば、2002 年６

月、４大事業者は全米国ケーブル加入者の51.7パーセントを獲得していたが、2003年６月には50.5

パーセントに減少した。従来の経済指標の一つとしてみると、最大手のＭＳＯｓが昨年にかけて拡

大するに伴い、トップＭＶＰＤｓの全国的な集中化は昨年から増加し、現在のレベルは 1994 年報

告書以降に報告されたレベルを上回っている。ＤＢＳ 事業者の DirecＴＶおよび EchoStar は、

ケーブルＭＳＯｓの 3 社と共に全国的加入者数に関してＭＶＰＤｓ最大 5 社に数えられる。2002

年末時点で、5,100 万をわずかに上回る全米ケーブル加入者が 109 地域のシステムからサービスを

利用していた。1994 年末には、およそ 2,000 万の加入者が 97 地域のシステムからサービスを利用

していた。 

 

１－８－２. 番組ネットワーク 

 衛星配信による番組ネットワーク数は、過去 10 年間に著しく増加した。1994 年末時点で、ＭＶ

ＰＤｓによる伝送が可能な非放送ネットワークはおよそ 106 社に上った。2003 年６月時点では、

全米で 339 社を超す非放送ネットワークがあった。同じ期間内に、ケーブル事業者と番組事業者間

の全国的な番組サービスの垂直統合は1994年末の53パーセントから2003年６月の33パーセント

へと減少した。 

 2003 年、加入者数でトップ６社のケーブルＭＳＯｓのうちの４社は、衛星配信番組サービスの

所有に関心を示した。1994 年、ケーブルＭＳＯｓトップ６社のうち５社 が衛星配信番組サービス

の所有に関心を示した。スポーツ番組は、その幅広い人気とＭＶＰＤｓの戦略的意義により特に関

心の的となっている。2003 年報告書では、少なくとも 84 社の地域ネットワークを確認し、そのう

ちの 28 ネットワークはスポーツ・チャンネルで、多くはＭＳＯｓが少なくとも一部を所有してい

た。地方放送局および全国的なケーブル・ニュース・ネットワークと競合する地域およびローカル・

ニュース・ネットワーク数は 37 社である。 

 

１－８－３. 番組への接続 

1992 年ケーブル法（1992 Cable Act）に従い適用され、最近ＦＣＣにより延長された番組接続

規則は、他のＭＶＰＤｓが非差別的条件で垂直統合衛星配信番組との接続を保証する目的で策定さ

れた。2003 年報告書では、一定の地域スポーツ番組を含む番組の地上配信が重要な問題となってお
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り、ビデオ市場で競争するＭＶＰＤｓの能力に影響を与える可能性があることを認識している。 

 

１－８－４. 高度技術 

  1994 年、大部分の技術的取り組みは、デジタル圧縮および変調技術の開発と利用を照準として

いた。ケーブル産業では、性能を向上し、音声、データ伝送（後にインターネット接続サービスと

して知られる）、ビデオオンデマンド(ＶＯＤ)のような高度ビデオ・サービスなど最新サービスを

取り入れるため、伝送プラットフォーム能力の強化をめざして有線ネットワーク・アップグレード

の加速化が始まっている。今日、多数の高度サービスが加入者に提供され、さらに多くが投入され

つつある。現在、電話、高速インターネット接続サービスなど多数の高度サービスが普及している。

ＭＶＰＤｓ は、現在、ＶＯＤの展開とその他新規双方向テレビ・サービスを照準としている。

  

 

１－８－５. ケーブル・モデム 

  ＭＶＰＤｓが提供する幅広いサービスの接続に使用するケーブル・モデムとその他技術に関し

ては数々の重要な技術開発が見られる。1994 年報告書の時期に住宅用のケーブル・モデムは使用

できなかったが、ケーブル事業者は、1996 年 12 月に共同でＤＯＣＳＩＳ規格開発の提案要求

（Request for Proposal ＝ＲＰＦ）を行った。2003 年９月の時点で、365にのぼる ＤＯＣＳＩＳ モ

デムが免許を受け、54のケーブル・モデム終端システム（Cable Modem Termination Systems）がＤ

ＯＣＳＩＳ適格となった。さらに、ほとんどの事業者が、高速と特別な機能を提供しつつ、高速イン

ターネット接続サービスを改善している。ケーブルラボ（CableLabs）の別プロジェクトであるパケ

ットケーブル（PacketCable）は 1997 年に開始し、双方向ケーブル設備上で高度なリアルタイム・マ

ルチメディア・サービス送信用に開発された規格である。パケットケーブルにより、ＩＰ電話、マル

チメディア会議、 双方向ゲーム、一般のマルチメディア・アプリケーションなど幅広いサービスが

可能となる。2003 年６月までに米国内のケーブル・モデム加入世帯はおよそ1,340 万だった。  

 

１－８－６. ナビゲーション・デバイス 

  ＭＶＰＤｓが提供する幅広いサービスの接続に使用されるナビゲーション・デバイスに関して

も多数の技術開発が行われた。1998 年、ＦＣＣは通信法セクション 629 に準拠した規則を適用し、

消費者はケーブル・プロバイダー以外の業者から「ナビゲーション・デバイス」の購入が可能とな

った。さらに、2003 年、ＦＣＣ は、セットトップボックスなしで単方向デジタル・ケーブルの「プ

ラグ・エンド・プレイ」を内蔵したテレビ装置を許可する規則を採用した。 

 ケーブルおよび家電産業は、双方向「プラグ・エンド・プレイ」受像機に関する合意の進展に努力

をしている。ＦＣＣ も、2005 年１月１日からの統合セットトップボックスのケーブル事業者条項に

ある期限を 2006 年７月１日まで延長した。さらに、ＦＣＣは、ＤＴＶ放送コンテンツが無差別に再
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配信されないことを保証する規則を採択した。ディスクリプターによる注意のついたコンテンツは、

アナログ・アウトプット、保護されたデジタル・アウトプット、低解像度の保護なしデジタル・アウ

トプットを通して出力または録音されることになる。オープンケーブル（OpenCable）プロジェクト

により、 ケーブルラボは、ホスト・デバイスがこれら変化に対応する必要があるソフトウェア・イ

ンターフェース用の仕様とハードウェアの仕様を開発した。 
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２. 地上波ネットワークの動向 

 

２－１. 米国の主要ネットワークの動向 

 

２－１－１. テレビネットワーク 

ⅰ）ＡＢＣ（American broadcasting Company） 

Walt Disney Company のテレビネットワーク部門。テレビ局 10 局を所有・運営。1995 年、それ

まで親会社だった Capital Cities／ＡＢＣがハリウッドの大手映画スタジオの Disney によって

190 億ドルで買収された。2001～02 シーズンでは、2000～01 シーズンまで人気を集めたクイズシ

ョー“Who Wants To Be Ａ Millionaire”の人気にかげりが出て、ＡＢＣの４大テレビネットワー

クでのシェアは低下した。 

 

ⅱ）ＣＢＳ（Columbia Broadcasting System） 

Viacom 傘下のＣＢＳ Corp のテレビネットワーク部門。1999 年 9 月、複合メディア企業の Viacom

がＣＢＳ Corp を買収すると発表し、2000 年 5 月にＦＣＣによって買収が認可された。テレビ局

20 局を所有。2001～02 シーズンも引き続き、リアリティー番組“Survivor”のヒットが続き、ま

た、犯罪ドラマ“ＣＳＩ”が人気を集めた。 

 

ⅲ）ＮＢＣ（National Broadcasting Company） 

ＧＥ（General Electric Co．）のテレビネットワーク部門。テレビ局 14 局を所有・運営。依然

として医療ドラマ“ＥＲ”や“Friends“などドラマやコメディーの人気番組を数多く放送してい

るネットワークであり、また、2008 年までのオリンピック米国内の独占放送権を所有している。

2002 年、全米２位のスペイン語放送ネットワーク、Telemundo（テレムンド）の買収を完了。 

 

ⅳ）ＦＯＸ 

News Corp（ニューズ・コープ）のテレビネットワーク部門。テレビ局 35 局を所有・運営。86

年、Rupert Murdoch によって設立され、90 年代に入って急成長を遂げた。殊に 90 年代後半以降、

スポーツ中継に力を入れており、2002 年２月３日にＦＯＸが放送したスーパーボウルは、視聴率

40.4％、視聴シェア 60％と、同ネットワーク番組史上最高の視聴率を記録した。2000 年８月に発

表した Chis Craft 社所有のテレビ局 10 局の買収は、2001 年７月にＦＣＣによって承認された。

番組“The Simpsons”“Married with Children”が人気を集める。 
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ⅴ）ＵＰＮ（United Paramount Network） 

1995 年に発足した後発のテレビネットワークで Viacom の傘下にある。ハリウッドスタジオの

Paramount、ＣＢＳネットワークなどとは同系列。テレビ局 19 局を所有。ＣＢＳとは互いに番組の

有効利用を図っている。“Star Trek”、“Buffy the Vampire Slayer”など、都会に住む若い男

性層やマイノリティーを主な視聴対象とした番組に重点を置いている。 

 

ⅵ）ＷＢ（Warmer Brothers） 

1995 年に発足した後発のテレビネットワーク。ハリウッドスタジオの Warmer Brothers（ワーナ

ーブラザーズ）、ケーブルテレビのＣＮＮ、ＴＢＳなどとともに、ＡＯＬ Time Warner の傘下に

ある。若い女性を主な視聴対象とした番組に重点を置いている。土曜日午前放送の“Pokemon“が

人気。 

 

ⅶ）Ｐax ＴＶ 

1998 年に放送局所有会社 Paxon Communications（パクソン・コミュニケーションズ）が設立。

テレビ局 65 局を所有。株式 32％をＮＢＣが所有し、営業、番組提供などで連携を深めている。か

つての３大ネットワークの人気番組“Touched By An Angel”、“Diagnosis Murder”などの再放

送が中心だが、オリジナル番組の放送にも力を入れ始めている。 

 

２－１－２. テレビ業界の主な動向 

ⅰ）視聴者の 90％がケーブルやＤＢＳでテレビ視聴 

米国の地上波テレビのビジネスは、当然のことながら、日本と大きく異なる。まず、米国のテレ

ビシーズンは９月に始まる。 

また、視聴者の受信スタイルも大きく異なる。米国では、各家庭がそれぞれ受信アンテナで、地

上波テレビ番組を見るのではなく、ほとんどの家庭がケーブルテレビやＤＢＳ（直接衛星放送）の

会社と契約し、毎月の料金を払い、ケーブルやＤＢＳを通じて地上波テレビの番組を見ている。 

調査会社のニールセンによれば、全米のテレビ受像機所有世帯は１億841万160世帯である（2003

年末現在）。このうち、7,336 万 5,880 世帯がケーブルテレビ会社と契約し（2003 年５月現在）。

全テレビ世帯の 67.6％がケーブルを通して番組を見ている。また、1994 年に始まったデジタル衛

星放送の契約世帯数は、2003 年６月末現在 2,036 万世帯（ＳＢＣＡ調べ）で、テレビ世帯の約 19％

でとなっている。この２つを合計すると、テレビ世帯の 86.7％になる。他にも、ＳＭＡＴＶ（サ

テライト・マスター・アンテナ・テレビジョン）、ＭＭＤs（無線ケーブルサービス）など、地域

ベースの受信システムがあり、米国の視聴者の９割近くが、地上波テレビの直接受信を行っていな

いことになる。 



１５ 

したがって、地上放送局が、デジタル信号を発信しても、ケーブルテレビやＤＢＳが再送信をし

ないと、デジタル信号は各家庭に届かないことになる。 

これらを背景に地上デジタル放送の普及のため、ケーブル加入世帯で簡単に地上デジタル放送が

視聴できるように「プラグ＆プレイ」対応のテレビ受像機が開発され、販売されることになった。 

 

ⅱ）多チャンネル化が地上波のシェアを削ぎ落とす 

全米のテレビ保有世帯のほとんどが、ケーブルテレビやＤＢＳと契約するようになり、視聴者の

目は、それまでの地上波テレビ番組以外の多チャンネルにも向けられるようになった。これが、50

年代半ばから４半世紀にわたりテレビ界を支配してきた３大ネットワークのプライムタイムのシ

ェアを、少しずつ侵食していった。 

表１－２－１は「1980 年から 2000 年まで」の 20 年間について、３大ネットワークプライムタ

イムにおけるシェアの推移を示している。データからも分かるように、この 20 年間、３大ネット

ワークは苦戦の連続であった。この間、80 年代後半にＦＯＸ、90 年代半ばにＷＢ、ＵＰＮという、

新しい地上波ネットワークがサービスを開始し、それぞれ若干のシェアをあげている。しかし、実

際に、３大ネットワークのシェアを食ったのはケーブルネットワークである。 

ケーブルネットワークの場合、個々のネットワークのシェアは非常に小さい。最近の例を見ると、

2003 年 12 月８日から 14 日までのケーブルネットワークの週間視聴率の１位は、ＥＳＰＮ（スポ

ーツ専門チャンネル）のＮＦＬ中継の 4.5％で、視聴者の数は 661 万である。同じ週の地上波ネッ

トワークの１位はＣＢＳのドラマＣＳＩで 16.5％、視聴者数 2,680 万 6,000 となっている。この

例からも、ケーブルネットワークの場合は、地上波テレビに比べて、視聴率、視聴者数において、

はるかに及ばないことがわかる。ＥＳＰＮの場合も、ＮＦＬ中継が抜きん出ているわけで、通常は

視聴率、視聴者とももっと少ないのである。 

それでも、ケーブルネットワークの数が 308 ということは驚くべきことで、このうちの上位 25

ネットワークがプライムタイムシェア平均１％を取れればそれだけでも、トータルでは大変な勢力

になる。 

 

ⅲ）視聴率は減っても広告売上は増加 

地上波テレビの 2003 年～2004 年シーズンは９月 22 日に始まった。ニールセンから 12 月 14 日

までのデータが発表されているが、それによれば、各ネットワークの通算視聴率／シェアは次の通

りである。（表１－２－２参照） 

シーズンが始まったばかりにもかかわらず、３大ネットワークを合わせたシェアは 36％にまで

落ちている。約４半世紀前には 90％だったから、それと比べると実に 60 ポイントの減である。し

かし、視聴率競争で不振を続けている地上波テレビのネットワークだが、広告収入では反対に、増

えている。 
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表１－２－３は1980年から2002年までの地上波テレビネットワークの広告収入をまとめたもの

である。2003 年についていえば、表１－２－４に示す通り各ネットワークとも、視聴者が減って

いるにもかかわらず、売上が増えている。 

 

ⅳ）多くの視聴者層でテレビ離れ 

米テレビ業界では、広告業界が最重要視する若者のテレビ離れが問題になっている。しかも、堅

実な視聴者層とみられてきた 50 歳以上の視聴率も減少していることが、明らかになった。 

ニールセン・メディア・リサーチによると、この層の今シーズンの視聴率は、前期比 2.1％減。

若者視聴者（18～34 歳）の８％減と比べれば減少幅は小さいものの、テレビ業界にとっては固定

客の代表層だけに、ネットワークの一部で懸念され始めている。 

その理由について調査会社ホライゾン・メディアは、「新番組の不作と昨シーズンまで人気だっ

た番組の衰えが原因」と分析している。特にＮＢＣの番組人気低下が大きく響いている。また、ニ

ールセンの統計では 18～49 歳で年収が 175,000 ドル（約 1,925 万円）以上の高額所得層の視聴率

が下がっていることも判明した。年収が 75,000 ドル以上の層になると平均 15～20％もの視聴率減

となっている。 

 

ⅴ）ケーブル局が 11 月スイープで初勝利 

米テレビ界で広告料金を設定するための視聴率調査特別期間は、「スイープ」と呼ばれ重要なイ

ベントとして位置付けられている。2003 シーズン開始後初となる“11 月スイープ”期間中のプラ

イムタイムでケーブル局が地上波ネットワークのシェアを上回ったことが明らかになった。夏期の

月間シェアなどでケーブル局がネットワークを破ったことは以前にもあったが重要なスイープ期

間でネットワークをしのいだのは初めてのことである。 

ニールセン・メディア・リサーチ社によると、プライムタイムにおけるケーブル局（ベーシック・

チャンネル）全体のシェアが、前年比 8.6％増で、49.3％だったのに対し、ネットワーク（7 社）

は逆に前年比 3.8％減少し、48.1％だった。 

ケーブルテレビの今シーズンは、特別注目を集めた新番組があったわけでもなく、今回の勝利は

業界内でも驚きをもって受け止められている。「鳴り物入りで始まったネットワークの新シリーズ

だったが、視聴者は見たい番組が無いと見切りをつけ、ケーブルに流れたのではないか」と見られ

ている。 
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表１-２－４

  2003年地上波テレビネットワークの売上

百万ドル 前年比％

ＮＢＣ 4,461 8.60%

ＣＢＳ 4,050 10.30%

ＡＢＣ 3,190 10.40%

ＦＯＸ 2,244 6.90%

ＷＢ 660 11.50%

資料：ブロードキャスティング＆ケーブル

表１－２－２

現行シーズンのプライムタイム視聴率／シェア（％）

　　　　　（2003年９月22日～12月24日）
1 ＣＢＳ 8.8/14

2 ＮＢＣ 7.4/12

3 ＡＢＣ 6.5/10

4 ＦＯＸ 6.4/10

6 ＷＢ 2.7/４

6 ＵＰＮ 2.4/４

資料：ニールセン・メディア・リサーチ

表１－２－３

年 百万ドル

1980 5,130
4985 8,060
1986 8,342
1987 8,500
1988 9,172
1989 9,110
1990 9,963
1991 9,533
1992 10,249
1993 10,209
1994 10,942
1995 11,600
1996 13,801
1997 13,020
1998 13,736
1999 13,962
2000 15,888
2001 14,300
2002 15,000

資料：ＴＶＢ、ＦＣＣ

地上波ネットワークの広告収入

表１－２－１
　３大ネットワーク・プライムタイム
　シェアの推移（1979～2000年）

年 ％

1979～80 90
1980～81 85
1981～82 83
1982～83 81
1983～84 78
1984～85 77
1985～86 76
1986～87 75
1987～88 70
1988～89 68
1989～90 65
1990～91 62
1991～92 63
1992～93 60
1993～94 61
1994～95 57
1996～97 49
1997～98 47
1998～99 43
1999～2000 44
資料：ニールセンメディアリサーチ
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ⅵ）進む垂直統合 

近年、メディア企業の垂直統合が進んだ結果、番組販売の方法そのものに変化が生じている。テ

レビネットワークのＣＢＳとＵＰＮを傘下にもつ Viacom（バイアコム）やＡＢＣを傘下に持つ Walt 

Disney Company（ディズニー）のように、ケーブルネットワーク（ケーブル・衛星テレビ用の番組

供給事業者）、制作スタジオ、番組プロダクションが垂直に統合され、制作から配給、地上波放送

とケーブルテレビによる配信が単一の企業グループの中で完結することができる。 

 ＮＢＣの親会社ＧＥが進めているユニバーサル映画の買収は、2004 年には実現すると見られて

いる。新会社名はＮＢＣ/ユニバーサルとなることが既に決まっている。これにより、４大地上波

テレビネットワークは、すべて大手の映画会社をファミリーに持つことになる。親会社のＧＥは、

ユニバーサル映画のライブラリーがもつ映画、テレビ番組のストックをはじめ、ユニバーサル傘下

のケーブルネットワーク（ＵＳＡほか）などをフル稼働させて、ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）

などの有料サービスを開始することにしたいという。これまでの地上波テレビネットワークの売り

上げは広告収入であったが、これだけでは、多チャンネル時代を乗り切ることが難しいという判断

が背景にある。 

 ケーブルの最大手コムキャストも、事業拡大の機会をうかがっている。例えば 2004 年 1 月には、

テーマパークなどが不振の上、経営陣の対立が伝えられるディズニーに買収を持ちかけ、断られて

いる。ＡＢＣテレビの動向も今年注目されている。地上波のミニネットワーク、ＷＢを持つタイム

ワーナーは、長年の懸案だったタイムワーナー・ケーブルの上場が実現するようだ。それによる収

入をもとに、経営不振に陥っている大手ＭＳＯ（マルチプル・システム・オペレーター）を買収し

て、第１位のＭＳＯコムキャストと多チャンネル市場における覇権を競い合うということも考えら

れる。 

ディレクＴＶの経営権を手中に収めたニューズ社は、映像ビジネスのすべての部門を持っており、

2004 年年頭における最大の「垂直統合」が実現している。 

 

２－２. ネットワークの所有権規制 

２－２－１. 所得規制をめぐる動き 

米国では放送サービスにおける情報源の多様性の確保と競争の促進を目的として、マスメディア

の所有規制が適用されているが、「1996 年電気通信法」では、１テレビネットワークが所有でき

るテレビ局数の制限を緩和した。具体的には、１つのテレビネットワークの全所有局の放送到達範

囲の合計の上限（視聴者放送到達率）を引き上げ、全米の視聴者総数の 35％まで認めることとし

た。さらに、99 年８月には、条件付ではあるが、ネットワーク１社が１都市で２つのテレビ局を

所有できるように規制が緩和された。中小テレビ局のデジタル化の推進と効率的な番組配信で、収

入増をはかりやすくする意図があった。 

2001 年７月、ＦＣＣは 2002 年８月に News Corp が発表した傘下のＦＯＸによる大手テレビ局所
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有会社 Chris Craft（クリス・クラフト）社の買収を条件付きで承認した。１年以内に視聴者放送

到達率を 35％以内に抑えること、２年以内に、ニューヨークのテレビ局２局のうち１局、又は新

聞社を売却することなどの条件付きであった。「１社が１市場で、放送局と新聞社を複合所有する

ことを禁止する」という複合メディア所有に関する規則に基づいたものである。 

また、同法では、96 年以前にできたネットワークを２つ以上所有することは禁止されていた。

しかし、2001 年４月、ＦＣＣは所有規則を改正し、１社が４大ネットワークの１つと、新興ネッ

トワーク１つもしくはそれ以上を所有、運営することが可能になった。これよりＦＣＣは１年近く

前の 2000 年５月、複数のネットワークの所有を禁止する規則に照らして、１年以内にＵＰＮまた

はＣＢＳのどちらかのネットワークを売却するという条件付きで Viacom によるＣＢＳの買収を承

認していたが、この所有規則の改正で売却の必要はなくなった。 

2001 年３月、ワシントン連邦高等裁判所は、ケーブルテレビの市場占有率の上限規定を違憲と

する判決を下した。さらに、同高裁は、2002 年２月、「全米のテレビ局の所有規則」と「ケーブ

ルテレビとテレビ局の相互所有規則」についても、一定の基準に基づいて定められたものではない

として、ＦＣＣに規則の見直しを求めた。 

これに対しＦＣＣは、2002 年 10 月、ラジオ、テレビ、ケーブルテレビ、新聞などメディアごと

に規定されている所有規則を一括して見直す作業に着手した。４大テレビネットワーク同士の合併

を禁じたネットワーク複数所有規則や、ネットワークによる放送局所有の上限規則、１市場でのテ

レビ局所有上限規則、１市場での新聞とラジオ・テレビ局の兼営禁止規則などが対象となる。 

 

２－２－２. 米ネット枠市場占有率 39％で決着 

米連邦議会では、４大ネットワークなどが所有できるテレビ局を介した市場占有率を 39％に制

定することで決着した。 

米連邦通信委員会（ＦＣＣ）は 2003 年６月、占有率をそれまでの 35％から 45％に引き上げる規

制緩和案を可決したが、保守派、リベラル派を含むさまざまな団体から「規制緩和はメディアの強

権化を促し、言論の多様性などを脅かす」などとする猛反対に合い、一旦連邦議会が元通りの規制

に差し戻す法案を可決した。 

しかし、ブッシュ政権がこの法案に対し拒否権を発動する構えに出たことから、与党共和党主導

で折衷案が検討され、１社による世帯カバー率を 39％とすることで決着した。新法案ではカバー

率の設定権をＦＣＣからはく奪し、議会が握ることも決まった。 

米国では、規制緩和案が制定される前からＣＢＳネットワークなどを傘下に置くバイアコム社と

ＦＯＸネットワークの親会社、ニューズコーポレーションがそれぞれ既に 39％の占有率に達して

おり、「今回の決定は特定の企業に恩恵を与えるもの」との批判も出ている。 
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２－３. 地上波のデジタル化動向 

２－３－１. ＦＣＣの推進策 

ⅰ）地上波デジタルテレビ 

米国の地上波デジタル放送は、1998 年 11 月、40 数局による自主的なデジタル送信の開始でスタ

ートした。米国のアナログ放送中止時期は、2006 年 12 月末。ただし、テレビ受信世帯の 85％にＤ

ＴＶが普及するまではアナログ放送を維持できることになっている。しかし、2002 年 11 月、「Ｄ

ＴＶの普及率にかかわらず、2006 年 12 月末日でアナログ放送を打ち切る」という案が提出され、

今後、米国のＤＴＶ移行政策は強行路線を貫く可能性も出て来ている。 

2004 年 1 月末現在、全米の市場順位第 1 位のニューヨークから 205 位のメイン州までの市場の

うち、203 市場で 1,155 局がデジタル放送を行っており、テレビ視聴世帯の 99．42％をカバーして

いる。しかし、このテレビ視聴世帯カバーレージ（到達率）は、1つの市場で放送局が 1局でもデ

ジタル波を出していれば、その市場の視聴者全体に到達しているものとみなすもので、視聴者がデ

ジタル受信機を持っているか否かは問うていない。全米の商業放送局 1,338 局と非商業放送局 381

局の、合わせて 1,719 局（2002 年 12 月）のうち、まだ 51％しかデジタル化していない（2003 年 5

月）というのが現状だが、それでもデジタル局数が徐々に増えていることは確かである。 

 

ⅱ）チューナー内蔵テレビを義務付け 

ＦＣＣは、2002 年８月８日、公開会議において、2002 年春に提案されたパウエル委員長の「す

べてのテレビにＤＴＶチューナー内蔵を義務付ける」デジタル化移行強行策を決定した。この決定

により、テレビメーカーは 2004 年７月から発売される、36 型以上の大型テレビの 50％にＤＴＶチ

ューナーの内蔵を義務付けられることになり、2005 年７月からは、すべての大型テレビに内臓が

義務付けられる。13 型以上の小型ならびに中型テレビへの義務付けは、2007 年７月から発売され

る製品に課せられる。 

 この決定に関して、家電メーカーの多くは反対の意思をあらわにした。ほとんどのテレビにＤＴ

Ｖチューナーを内蔵することは、テレビの価格を引き上げることになる、というのがその理由のひ

とつである。また米国の家庭の８割以上が、ケーブルや衛星放送に加入して地上波を視聴しており、

チューナー機能を持ったＳＴＢを利用することになるので、テレビ自身にデジタルチューナーを内

蔵することは、無意味だ、ということもある。 

 これに対してＮＡＢ（全米放送業者協会）のエディー・フリッツ会長兼ＣＥＯは、この決定に賛

意を表明している。大型テレビを買える人のほとんどが高収入なので多少値段が上がっても問題な

い、中小型テレビに内蔵する頃には、チューナーも量産され価格も下がる、と主張している。 

一方、家電メーカー14 社は、2002 年 12 月、大手ケーブル会社７社と、ＳＴＢを利用しなくても

ＨＤが見られるテレビの開発をすることで合意している。約 7,000 万を抱えるケーブル加入者向け

の商品開発を行い、なおかつＦＣＣの求めるＨＤＴＶの視聴可能世帯の裾野を広げていこうとして
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いる。 

 

２－３－２. ケーブルテレビとデジタル・テレビ受信機の互換性―“プラグ＆プレイ” 

ⅰ）ＤＴＶ移行を容易にする新規制 

ＦＣＣは、円滑なデジタル・テレビ移行を支援する規則を承認した。ＦＣＣの新規則「プラグ＆

プレイ」は、多数のケーブル・システムがＤＴＶ受信機、関連デジタル家電機器と互換性があるこ

とを保証するものである。これは、デジタル移行の推進に役立つ製品の構築とサービス開発に重要

である。 

 

ⅱ）背景 

議会は、現行のテレビサービスが最終的にデジタル事業への完全転換決定の必要があると定めた。

ケーブルテレビ、その他ビデオ・メディアもデジタル事業に移行しつつある。ＤＴＶがデジタル伝

送であるため、混信せずに信号の伝送が可能である。ＤＴＶ放送事業者は、映画のような高品質画

質とドルビー・デジタル・サラウンド・サウンドによるテレビの提供が可能となる。ＤＴＶ 技術

は、アナログ技術より効率が高く、同数の放送局で狭い周波数帯の使用による放送が可能である。 

 ＦＣＣのプラグ＆プレイ規則はデジタル移行に重要である。それは、小売店からケーブルテレ

ビ・システム用に購入されるテレビ受信機、セットトップボックス、デジタル・レコーダーなど、デ

ジタル・ナビゲーション機器または消費者の住宅内設置機器との直接接続を容易にするためである。 

 

ⅲ）プラグ＆プレイ・デジタル・テレビ 

プラグ＆プレイ・デジタル・テレビは、ケーブル・システムに直接に差し込み、アナログおよび

ほとんどのデジタル・ケーブル・サービスをセットトップボックスなしで受信可能なテレビである。

ケーブル・サービスがデジタル・フォーマットで提供されることが増え、地上放送局はアナログか

ら全デジタル・サービスへ移行の半ばにある。現在、プラグ＆プレイはほとんどのケーブルによる

アナログ・サービスで利用可能であるが、デジタルでの利用は今のところできない。  

 

ⅳ）プラグ＆プレイのメリット 

プラグ＆プレイには次のようなメリットがあげられる。 

セットトップボックスなしでケーブル番組を受信することができ、さらにコストも節約される。

また、リモコンが 1つ減るのは楽になる。さらに、米国のどこでもプラグ＆プレイの利用が可能で、

デジタル・サービスを提供しているケーブル・システムで利用できる。 

（注：これまではＭＳＯごとに使用している機器が違っていた） 
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ⅴ）デジタル・プラグ＆プレイにはセキュリティーカードが必要 

デジタル・プラグ＆プレイでは、ケーブル事業者からセキュリティ・カード（"CableCARDTM"とし

て知られている）を取得する必要がある。セキュリティ・カードは、加入者が購買するスクランブ

ル番組放送、プレミアム・サービスの視聴を可能とする。 

 

ⅵ）プラグ＆プレイでも、セットトップボックスが必要な場合がある 

プラグ＆プレイ・セットの第 1世代は、アナログ・ベーシック、デジタル・ベーシック、デジタ

ル・プレミアム・ケーブル番組を含む一方向番組のみの受信が可能である。ビデオオンデマンド、

ケーブル高機能番組ガイド、または双方向データ・テレビ・サービスのような高度デジタル・ケー

ブル・サービスの受信を希望する場合、セットトップボックスを使用する必要がある。さらに、パ

ーソナル・ビデオ・レコーダーなど、その他ケーブル事業者提供のサービスの受信にはセットトッ

プボックスが必要となる可能性がある。 

 

ⅶ）プラグ＆プレイ・セットの利用可能性 

新基準に従って製造されるプラグ＆プレイ・セットは、早ければ 2004 年下半期に利用可能とな

る。プラグ＆プレイ・セットを購入するかどうかを決めるには、小売店で同セットが「デジタル・

ケーブル利用可能」であるどうかを問い合わせる必要がある。同ラベルを使用するメーカーは、一

定技術基準を満たし、検査および検査プロセスを完了している。 

 

ⅷ）プラグ＆プレイ・セットによるハイビジョン番組の視聴 

プラグ＆プレイはデジタル番組の視聴を可能とするが、すべてのプラグ＆プレイ・セットが全番

組をハイビジョン画質とするわけではない。小売店で、セットが完全なハイビジョン画質であるか、

それより低いソリューションであるかの確認が必要である。地域ケーブル・プロバイダーにＨＤＴ

Ｖ番組を提供するかどうかの問い合わせも必要となる。 

 

２－３－３. デジタル・テレビの普及動向 

ⅰ）ＤＴＶ普及の推進役はケーブルと米国家電協会 

米国家電協会(ＣＥＡ)は、2003 年 4 月 22 日、ＦＣＣに申し立てを行った。その中で、家電製品

の売上増がデジタル･テレビ(ＤＴＶ)放送転換の加速に一役買うことになるが、ＦＣＣ は、地上放

送局に出来る限り早期にデジタル放送の開始とその終了にむけて全力で望むよう確認するべきで

あるとの意見を明らかにしている。 

申し立て書は、ＦＣＣ の「デジタル・テレビ転換に影響する規則に関する第 2 回定期審査」宛

てに提出された。ＣＥＡは、コメントとして、「とりあえず、米国消費者市場へのデジタル・テレ
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ビ投入は成功した。ＤＴＶの導入率は、パソコン、ビデオ・レコーダー、ＣＤプレーヤー、カラー･

テレビの市場投入後の同時期に比べて著しくすみやかだった。2002 年においては、ＤＴＶ製品の

工場総売上は、全テレビ売上の 10.9％に達した」と述べた。 

申し立ての中で、ＣＥＡは、ＤＴＶ製品（ディスプレイおよび統合装置）の製造メーカーから卸

売業者渡しの売上は、第 1 四半期に出荷売上総数で 766,373 個、売上高では 12 億ドルだった。こ

れを、2002 年第 1四半期と比較すると、出荷数で 86％、売上高で 64％上回ったとしている。さら

に、ＣＥＡは、「この成功により、製造メーカーは 2002 年 3 月から 2003 年３月までにＨＤＴＶモ

ニターの平均価格を 11％引き下げた。今年は、さらに高い売上と価格の引き下げを期待している」

と報告した。 

「家電機器の売上は放送局のデジタルＴＶ転換の加速化を進めたが、転換を妨げる要因はいまだ

少なくない」ともＣＥＡは指摘している。最も注目すべきは、「ＦＣＣの 2002 年 5 月 1 日のデッ

ドラインにもかかわらず、多数の商業放送局がいまだにデジタル放送を開始していない事実」とい

う。さらに、放送局の大多数がフル･パワーとはほど遠く、多くのアナログ視聴者に対してデジタ

ル信号へのアクセスをこばんでいるとして、 ＣＥＡは、「ＤＴＶ放送向けにＦＣＣが割り当てた

1,688 のＤＴＶチャンネルのうち 854 チャンネル－または 51％－のみが 2003 年 3 月初旬に放送を

行っていた。それら 854 チャンネルのうち、394 チャンネル－23％－のみがアナログ放送局のサー

ビス･エリアにフル･パワー放送を行っていたと報告されている。ＤＴＶチャンネルのフル･パワー

放送を行っていない大多数の放送局は、不必要にＤＴＶ転換とアナログ周波数帯の変換を遅らせて

いる」とコメントした。 

ＣＥＡ は、放送局が新聞または自社アナログ･チャンネルでＤＴＶ番組を紹介していないことに

もふれ、ＤＴＶ転換の遅れとしてデジタル放送番組のプロモーション不足を指摘した。「グループ

のみならず個々の放送局は、期待ももたず、デジタル番組を十分に宣伝していない。それにひきか

え、放送局の照準は、再送信目的で他の伝送サービス（衛星およびケーブル）に必要な連邦命令を

下す努力にある」とＣＥＡは書いている。 

申し立てのなかで、ＣＥＡは、さらに、ＦＣＣに対して家電とケーブル業界の同意によるケーブ

ル・プラグ＆プレイ互換基準を承認し、機器がケーブル接続によりデジタル放送視聴をただちに可

能とし、全国で使用可能となる確認を要求した。 

ＣＥＡ は、ＦＣＣに対して、ＤＴＶ放送受信機に搭載された字幕、Ｖチップ、トランスレータ

ー・レセプションなど全機能が目的通りに動作可能となるべく、プログラム･エンド・システム・

インフォメーション・プロトコル(ＰＳＩＰ)の全体的採用も要請した。ＣＥＡは、「要するに、家

電メーカーによるＤＴＶ製品の展開、価格の削減、売上の増加は、ＤＴＶ業界の多くのセクターに

とってＤＴＶ転換の順調な進行を示すことになる。しかし、地上放送業界は同じ進展をしていない。

ＣＥＡは、ＦＣＣに対して、ＤＴＶ転換にあたり、放送業界の障害となっている問題解決に取り組

み、さらなる努力、優れた結論を要求するものである」と締めくくった。 
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ⅱ）好調だった 2003 年第１四半期 

ＣＥＡの報告によれば、セット-トップ･ボックス単体の2003年第1四半期売上総数は49,929台、

売上高が 2,327 万ドルで、2002 年同期に比較すると売上総数で 162％増、売上高で 147％増となっ

た。現在、ＤＴＶセットトップボックスの累積売上総数―1999 年から 2003 年 3 月までの売上台数

―は、348,019 台に到達した。 

これにより、統合装置およびセットトップボックス単体の双方を含むＡＴＳＣ受信製品としては、

633,897 台となった。ＣＥＡ会長兼ＣＥＯゲーリー・シャピロは、さらに「フル･パワーのデジタ

ル信号伝送でさらにＨＤプログラミングと放送局が増え続けるならば、ＡＴＳＣ受信機数も増えて

いくはずだ。また、昨年 12 月の歴史的なケーブル・プラグ＆プレイ協定―連邦通信委員会により

速やかに承認されるならば―は、ケーブル互換可能ＤＴＶ製品と米国のケーブル消費者とって極め

て大きな期待を担うものである」とコメントした。 

ＣＥＡは、2003 年３月の月単位売上データも公表した。その中で、ＤＴＶ製品売上総数は 328,981

台、売上高は 5億 1,960 万ドルだった。これらは、2002 年同期に比較すると、台数で 137％増、売

上高で 107％増となった。 

 

ⅲ）８月までのＤＴＶ売上が 200 万台を突破 

ＣＥＡは、８月の期間内のＤＴＶ製品のディーラー向け工場出荷数を発表した。総数で 29 万

8,714 台、売上高は 4億 4,756 万 4,303 ドルである。さらに、ＣＥＡは、プラズマおよび液晶ディ

スプレイ（ＬＣＤ）モニターにおける堅調な売上により本年度累計のＤＴＶ総売上高の上方修正も

行った。８月現在までの 2003 年度累計のＤＴＶ売上は、201 万 5,351 台で、ＤＴＶ投資としては

31 億 6,898 万 5,073 ドルである。  

8 月の売上数量は、2002 年同月に比べると 26 パーセント増となったが、ＤＴＶ製品売上高では

18 パーセント増だった。ＣＥＡは、統合装置およびアクティブ垂直面走査が少なくとも 480ｐのモ

ニターで、統合装置の場合、ＡＴＳＣ地上デジタル放送で受信および逆符号化を行うものとしてＤ

ＴＶ製品を定義している。 

さらに、ＣＥＡ は、2003 年 1 月から８月までのセットトップボックス売上総数が 14 万 8,799

台であると発表した。セットトップボックスの売上高は、2003 年８月と 2002 年同月を比較すると、

376 パーセント増となった。2003 年８月の売上総数は２万 5,956 台だった。  

シャピロは、「ＦＣＣが歴史的な電子『プラグ＆プレイ』規則を採択したため、全米の消費者は、

ますますＤＴＶの楽しみを知ることになる。特に、ハイビジョン・テレビは、製品カテゴリー総売

上の 87 パーセントである」と述べた。 製品の発売から現在までＤＴＶ製品の売上総数は 679 万

3,469 台で、119 億ドルの消費者投資となる。ＣＥＡ市場調査では、ＤＴＶ製品販売台数が 2003 年

に 430 万台、2004 年に 580 万台、2005 年に 830 万台、2006 年に 1,190 万台、2007 年に 1,620 万台

となると予想している。最新データは、www.eBrain.org/mara に掲載されている。 
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３. ケーブル産業の動向 

 

３－１. 概要 

 米国のテレビ保有世帯は１億 841 万世帯である。そのうちの約 7,336 万世帯がケーブルテレ

ビに加入し、地上波放送やケーブルネットワーク（ケーブル専門のサプライヤー）の番組を視

聴している。しかし、衛星放送の追撃により、ケーブル業界は、2002 年から 2003 年にかけて、

69.8％から 67.7％へとシェアを落とした。 

 米国のケーブル局のデジタル化は進展しており、すでに 2003 年 12 月末で約 2,300 万世帯がデジ

タルケーブルに加入している。新規のサービス面では、デジタル化投資を回収するために、ＶＯＤ

サービスも行っている。これは、アナログ時代の主流であったペイ・パー・ヴューサービス（ＰＰ

Ｖ）に代わるものである。ＰＰＶは、見た番組毎に料金を支払う視聴システムであるが、「送り手

側の決めた時間に視聴者をテレビの前に座らせる」というシステムであった。決められた時間にテ

レビの前に座るということは視聴者にとっては、ある意味束縛であり、送り手側にとってみれば「そ

うそう送り手の都合のいい時間にテレビの前に座れる視聴者ばかりではない」ということを考える

と、ビジネス機会の損失であった。ＶＯＤサービスは、それをクリアしたものである。 

 しかし、視聴者ニーズをつかむというのは、そう簡単ではないようで、2003 年 12 月末現在で、

ＶＯＤサービスの加入世帯は約 600 万世帯でとどまっており、思ったほどの加入者の伸びを示して

いない。 

 米国の地上デジタル放送の普及は、ケーブル局（や衛星放送）が地上デジタル放送を再送信し、

加入者がＳＴＢを設置して視聴する環境を整備するか、というところにかかってくる。しかし、全

てのテレビ受像機にＳＴＢを設置するということは、長い時間軸を要することになる。したがって、

視聴者が、地上デジタル放送を視聴できる環境を早期に実現するために、2002 年 12 月、家電メー

カー14 社とケーブル業界を代表するＭＳＯとで「プラグ＆プレイ」協定が結ばれた。これはケー

ブルに接続するだけで地上デジタル放送が視聴できるようにするデジタルＴＶ受像機を作る、とい

う協定で、今年、9月に商品が市場に出始めた。 

今のところ、多チャンネル視聴などは、従来通りにＳＴＢが必要である。現在、双方向対応の「プ

ラグ＆プレイ」ＴＶの開発が進められており、こうした商品が市場に出回ることで、地上デジタル

放送を視聴できる環境は次第に整備されてくるだろう。 

 しかし、ケーブル局に専門に番組を供給している「ケーブルネットワーク」側は積極的にＨＤ番

組を制作しており、地上波との「視聴率競争」というところでは「ケーブル優位」の態勢は、かわ

らないであろう。 

 米国のケーブル業界では、現在、ＩＰ電話のサービス開始が急がれている。これまでも回線交換

の電話サービスは提供されてきたが、250 万世帯と、テレビの加入世帯数からいえば非常に少数で
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あった。ここに来て、ＩＰ電話を導入することにより、「電話会社との競争」が顕在化しようとし

ている。先行してＩＰ電話サービスを行うことにより、電話会社の電話サービスの牙城を切り崩し、

電話会社が衛星放送会社と提携して、ケーブルの市場を侵食しようとするのを防ごうとしている。

「攻撃は最大の防御なり」である。 

 ケーブル業界では、デジタル放送、インターネット、ＩＰ電話の「トリプルプレイ」のサービス

を提供し、衛星放送や電話会社との競争に打ち勝つ準備が進行している。 

 

３－２．ケーブル産業のデジタルサービスへの取り組み 

過去半世紀、ケーブル産業は大きな成長と劇的な変化を経験した。放送局からの鮮明な映像受信

に始まり、ケーブルはアナログ技術から徐々にデジタル・プラットフォームに拡張しながら、ビデ

オ、インターネット、音声電話サービスのプロバイダーへと変貌を遂げた。その間にケーブルは米

国経済の貢献者となった。 

デジタルテレビ移行におけるケーブルのリーダーシップは、1996年通信法制定時にさかのぼる。

同法により、1996 年以降、ケーブル事業者は 850 億ドル近くの資本を投じて、大規模なケーブル・

インフラストラクチャー・アップグレードの取り組みが可能となった。同時期には、消費者に質と

選択の改善をもたらす競争も激化した。 

実質的な産業発展を伴った 2003 年は、ケーブルのリーダーシップによりデジタルテレビ転換が

飛躍的に前進した年として見ることができる。ケーブルのブロードバンド・デジタル・プラットフ

ォーム投資が実を結び、ハイビジョン・テレビ(ＨＤＴＶ)、ビデオオンデマンド(ＶＯＤ)、デジタ

ル・ケーブル、その他の新しい消費者を引き付けるサービス普及による利益が高まった。 

ケーブルによるＨＤＴＶ視聴可能世帯数は、2003 年 12 月１日までに 7,000 万世帯に到達し、同

年１月から 11 月まででほぼ 90 パーセント増加した。さらに、ケーブルＨＤ番組の数は徐々に増加

し、現在では多彩な番組が供給されている。2002 年 12 月、家電とケーブル産業は、家庭向けデジ

タル・ケーブル対応(Digital Cable Ready =ＤＣＲ)機器の規格に関する取り決めに合意した。Ｆ

ＣＣは、2003 年 9 月にこれら規格を承認し、小売店で新しいＤＣＲ装置の発売が開始されている。 

2003 年、消費者は引き続きケーブルの新サービスに強い関心を示した。デジタル加入者回線(Ｄ

ＳＬ)サービス・プロバイダーとの激しい競争にもかかわらず、高速インターネット接続を提供す

るケーブルは、2003 年の９月までに 30 パーセントに近い顧客成長率を達成し、第３四半期末まで

に 1,500 万人の加入者を獲得した。デジタル・ケーブル顧客数は、2003 年第３四半期末までにお

よそ 2,150 万人に成長した。さらに、ケーブル業界はボイス・オバー・インターネット・プロトコ

ル(ＶｏＩＰ)電話サービスの展開の準備をすすめている。（注：回線交換電話顧客はおよそ 250 万

世帯） 

ケーブルの巨額ブロードバンド投資による経済的インパクトは、Bortz Media & Sports Group

によるレポート、「米国への再投資：米国経済におけるケーブル産業のインパクト分析」
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（Reinvesting in America: An Analysis of the Cable Industry’s Impact on the U.S. Economy）

により明らかにされている。同報告書では、2002 年末にケーブル産業による雇用は 110 万を数え

たことを示している。また、同産業は 1990 年から 2002 年に米国の新規純雇用のおよそ３パーセン

トを創出したとされる。このインパクトは、全 50 州のケーブル雇用、州および自治体の財源、慈

善、非営利団体の財務利益となり、米国全体に浸透したのである。 

地域コミュニティにそのルーツがあることは、ケーブルの長所のひとつである。 ケーブル会社

は、地域の住人を雇用し、税金とフランチャイズ料金を払い、率先して地域の広報活動を行い、幅

広い地域とコミュニティの番組を提供し、ケーブル・イン・クラスルームなど教育に貢献する。 

今日、ケーブルテレビは、米国最高のエンタテイメントの一つである。ますます増える多様な番

組とサービスにより、ケーブルは消費者に選択、利便性、手段を提供している。ケーブル産業が

2004 年に前進するに従い、消費者はさらに恩恵を受けることになるだろう。 

I ケーブル会社は、インフラストラクチャーのアップグレードと設備改善への大幅投資により米国

消費者に新たなデジタル・サービスを創造、提供する責務を示してきた。 

 

1996 年から 2003 年にかけてケーブルの設備投資は 840 億ドル(図３－２－１を参照)を超えた。

2003 年単年度のみで、106 億ドルが投資された。 

この 840 億ドルは、ケーブル・システムのアップグレードと新ブロードバンド・サービスの提供

に関して顧客一人につき約 1,200 ドルの投資に等しい。アップグレードには、ケーブル設備の 100

万マイルを超す再構築も含まれ、2003 年末までにほぼ 85 パーセントが完成している。 

 

ケーブル産業-構築/アップグレード投資
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全ケーブル世帯のうち 90 パーセントに少なくとも 550ＭＨｚの容量をもつケーブル設備がホー

ムパスした。ほぼ 9,000 万のケーブル世帯に 750ＭＨｚ以上の容量のシステムがホームパスしてい

る。 

これらのアップグレードにより、ケーブルは、150 チャンネルを超すビデオ番組を提供している

直接放送衛星（ＤＢＳ）事業者と効果的な競争が可能となった。さらに、2003 年末までに、9,500

万を超す世帯に双方向の設備がホームパスしている。 

 

３－３. ケーブル産業のＨＤＴＶサービスへの取り組み 

デジタル移行による消費者の最重要メリットは、ハイビジョン・テレビ（ＨＤＴＶ）である。Ｈ

ＤＴＶは劇場品質の画像とＣＤ品質の音響を伝送するデジタル・テレビ方式である。ＨＤＴＶ は、

1920 実行水平画素（active horizontal pixels）、1080 実行走査線（active scanning lines）の

画像品質増を実現し、200 万画素を超す画像解像度となる。さらにＨＤＴＶは臨場感のある画像品

質の改善が行われ、大型スクリーンとドルビー・デジタル 5.1 サラウンド・サウンドが可能である。 

ケーブル事業者と番組制作事業者は、2002 年にＨＤＴＶサービスの提供を開始し、それ以来普

及は上向きである。2003 年 12 月１日現在、米国では 7,000 万世帯でＨＤＴＶが視聴可能である。

これは１月にＨＤが 3,700 万世帯で利用可能となって、年間で約 90 パーセントの成長である。  

(図表３－３－１を参照) 

 

         図表３－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップ 100 指定市場地域(Designated Market Areas=ＤＭＡｓ) ‐ トップ 30 市場の全市場を含む

－の 96 市場で少なくとも１社のケーブル事業者がＨＤＴＶ番組パッケージを消費者に提供してい

る。さらに、トップ 100 市場以外の 47 市場でケーブル事業者がＨＤＴＶサービスを供給し、ＨＤ

ＴＶ供給ケーブル事業者が少なくても1社存在するＤＭＡｓの総数は、全米210ＤＭＡｓのうち143
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市場にのぼる。 

ケーブル事業者によるデジタル放送局数は、６月１日の190局から304局へと飛躍的に増加した。

現在、多数のケーブル・ネットワークがハイビジョン番組を制作している。それらケーブル・ネッ

トワークは、ＨＢＯ ＨＤＴＶ、 Showtime ＨＤ、 Cinemax ＨＤＴＶ、 The Movie Channel ＨＤ、

STARZ! ＨＤ、 Bravo ＨＤ+、 Discovery ＨＤ Theater、 ＥＳＰＮ ＨＤ、ＩＮＨＤ、ＩＮＨＤ２、

ＭＳＧ Networks in ＨＤ、Comcast SportsNet ＩＮＨＤ, ＨＤNet、ＨＤNet Movies である。 

家電メーカーは、ケーブル加入者にセットトップボックスを使用せずにケーブル事業者提供のＨ

ＤＴＶサービスなどの受信を可能とする“デジタル・ケーブル対応” 機器の生産を開始している。

CableCARD と呼ばれる安全装置により、ケーブル顧客は、ケーブル事業者が承認すれば、暗号化し

た番組の視聴が可能となる。CableCARD はデジタルテレビに組み込まれたスロットに差し込んで使

用する。  

デジタル・ケーブル対応ＤＴＶの生産は、ケーブル事業者と家電メーカー間による“プラグ ＆ 

プレイ” 協定により可能となった。協定の条件は、米国内のＨＤＴＶ販売を行う大手家電メーカ

ー14 社と全ケーブル加入者の 75 パーセントを傘下に持つ大手ケーブル会社８社による 2002 年覚

書で実現した。  

ケーブル‐家電協定は、自主規制、技術基準、ライセンス契約、2003 年９月に連邦通信委員会

が承認した規則の提案から構成されている。現行の規則と協定は、一元プラグ＆プレイ・デバイス

に関するもので、産業間の双方向“インタラクティブ・デジタル・ケーブル対応” テレビ受像機

の規格は検討中である。 

 

３－４. ケーブル産業の高度サービスへの取り組み.  

ケーブル産業の投資は、消費者が求めるデジタル・サービス提供の最前線に投入されてきた。今

日、ケーブルの高性能デジタル・サービスは、9,000 万を超す世帯または米国世帯の 85 パーセン

トで利用可能である。 

ケーブル産業のネットワーク・アップグレードによる直接のメリットは、加入者に信頼性の拡大、

基本およびデジタル・ケーブル・チャンネル数の増加をもたらす能力であったが、ブロードバンド・

プラットフォームは消費者に多サービスを提供する能力としてケーブル事業者の競争的利点であ

る。 

数社のケーブル多システム事業者（cable multiple system operators＝ＭＳＯｓ）は、新規加

入者を獲得し、既存のビデオ加入者を確保する方法として、積極的にサービスのパッケージ化を開

始した。 

 Cox Communications は、ビデオ、高速インターネットまたは地域電話サービスなど少なくと

も２サービスを利用する 200 万を超す加入者数をもつ。これは同社のベーシック・ケーブル・

サービス加入者の 33 パーセントにあたる。同社が電話サービスを提供している 12 市場では、
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加入者の 42 パーセントが少なくとも２サービスを利用し、15 パーセントは３サービスを利用

している。 

 Cablevision は、既存高速データ・サービスと共に、新規ＶｏＩＰサービスであるOptimum Voice 

を販売している。 

          図３－４－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４－１. デジタル・ケーブル 

ケーブルのデジタル・サービスは、顧客満足を高め、ＤＢＳ、電話会社、その他ブロードバンド・

プロバイダーとの効果的な競争を目的とするケーブル産業の統合計画である。デジタル・ケーブル

により可能となるチャンネル能力の増大と多彩な新番組は消費者に歓迎されてきた。 

 今日、30 パーセントを超す米国ケーブル顧客の‐ およそ 2,150 万人‐ がデジタル・ケーブル・

サービスに加入している。 (図表３－４－２) 

         図表３－４－２ 
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 ケーブル・ネットワークは、拡張されたデジタル能力の利用可能性に対応し、さまざまな新番

組サービスを発売した。デジタル・ティアでは、スポーツ、音楽、映画、家族向き、スペイン

語の番組などのジャンルによるネットワーク・ラインアップをパッケージしている。 

I 

３－４－２. 双方向性 

ケーブル事業者がデジタル能力と双方向設備によるシステムのアップグレードに従い、洗練され

た双方向サービスを提供している。インタラクティブＴＶ (ＩＴＶ) は、消費者のＴＶ視聴、イン

ターネットの利用、映画のアクセスと視聴、その他のコミュニケーション、ショッピング、ゲーム・

プレイを変えている。 

 

これらサービスの市場は発展を続け、数種の可能性の高い新サービスが開発されている。それら

サービスとは、デジタル・ビデオ・レコーダー(ＤＶＲｓ)、ビデオオンデマンド(ＶＯＤ)、インタ

ラクティブ番組ガイド(ＩＰＧｓ)、機能拡張テレビ(ＥＴＶ)、テレビベース・ウェブ接続、ローカ

ル・コンテンツなどである。 

 Cablevision Systems, Charter Communications, Comcast Corporation, Cox Communications, 

Insight Communications, Mediacom, Time Warner Cable などのケーブル事業者はＶＯＤサー

ビスを試験運用または積極的に販売している。  

 2003 年 9 月、iN DEMAND と NASCAR Digital Entertainment は、テレビ芸術科学アカデミー

（Academy of Television Arts & Sciences＝ＡＴＡＳ）からインタラクティブテレビへの著

しい貢献（Outstanding Achievement in Interactive Television）によりエミー賞を授与さ

れた。 Cablevision Systems も、Interactive Optimum デジタル・ケーブル・サービスによ

るインタラクティブテレビへの著しい貢献（Outstanding Achievement in Interactive 

Television for its iO: Interactive Optimum）によりエミー賞を獲得した。 

 Kagan World Media の推計によれば、2003 年末までに 1,650 万の米国世帯が地域ケーブル事業

者からＶＯＤを利用した。 

 数社のＭＳＯｓは、デジタル・ビデオ・レコーダー(ＤＶＲｓ)の販売または販売予定を発表し

ている。ＤＶＲｓはビデオ番組をセットトップボックスに内蔵されたハードドライブに録音し、

視聴者は、一時停止、早送り、さらに生中継テレビ番組の停止機能などの機能とアプリケーシ

ョンの操作が可能となる。 

 Time Warner Cable は、トップ 31 部門のうち 30 部門でＤＶＲｓの提供を開始した。2003 年第

３四半期末、25 万人を上回るＤＶＲ顧客が報告されている。 

 Cox Communications は 2003 年末までに加入世帯のＤＶＲｓ所有率を 35 パーセントにする計

画を発表した。同社がＤＶＲサービスを発売する市場は、フロリダ州グレインズビルとバージ
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ニア州フェアファックスが含まれる。 

 Comcast は、2004 年末までに加入者全体にＤＶＲｓの利用を可能とする計画である。サービス

が開始されている地域は、ニューメキシコ州アルバカーキ、北部バージニア、ニュージャージ

ーの特定地域、サウスカロライナ州チャールストン、フロリダ州パナマシティ、サラソタ、フ

ォートマイヤーズ/ネープルズである。 

 2004 年 1 月、Insight は、14 市場のうち 12 市場でＤＶＲ サービスを開始する。 

 その他の事業者（Charter, Cablevision, Mediacom, Bright House, Adelphia を含む）は、

来年、ＤＶＲ開始予定を発表した。 

 

３－４－３. 高速インターネット・サービス 

 ケーブルは、消費者に高速インターネット接続を提供する理想的な手段である。ケーブルによ

る高品質の周波数は、その競合者よりも著しく速い伝送速度を可能とする。ケーブルは常時接

続であり、一般の電話使用により遮断されることはない。ケーブル産業は規格も開発し、小売

店で相互使用可能で汎用性のあるケーブル・モデムが販売されている。 

 今日、米国のケーブル産業は 1,500 万を超す高速インターネット加入者を獲得している。 

（図３－４－３を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日、20 パーセントを超すケーブル世帯がケーブル・モデム加入者で、ＰＣを所有するケー

ブル世帯ではほぼ 35 パーセントがケーブル・モデム加入者である。 

 多数のケーブル事業者の高速インターネット・サービスは１秒に 1.5 メガバイドから３メガバ

イトへとダウンロード速度を高めた。周波数の拡張は、加入者に高い満足度のブロードバンド
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ＤＳＬ接続速度よりも平均で 50 パーセント速いことが明らかとなった。 

 ケーブル事業者はケーブルの高速度と周波数を活かした新しいオンライン・サービスを展開し

ている。これらケーブル・インターネット・サービスは、豊富なコンテンツの地域および全米

向け番組とその他教育および情報リソースへの接続を提供する。 

 Comcast は、自社ブロードバンド・ポータル、.Net のコンテンツを増やした。ブロードバンド・

マルチメディア・プレーヤーの"The Fan"、常時接続用パーソナライズド・ツールバーの"The 

Assistant"、E! Online/G4/The Weather Channel/The Independent Film Channel/Planeta 

Networks/AtomFilms によるコンテンツなどである。さらに、Comcast は、Real Networks と提

携し、オンライン企業 Rhapsody による オンライン・ミュージック・サービスを行っている。

同サービスにより消費者はデジタル音楽の購入またはオンライン再生が可能である。 

 Cablevision は高速インターネット接続サービスの強化をはかった。それらには、ポップアッ

プ広告を遮断する Pop-Up Stopper のダウンロード、スパムメールにフィルターをかける

SpamAway、セキュリティ・ソフト一式などである。 

 

３－４－４. ケーブル電話サービス 

2003 年第 3四半期末に、Cox Communications, Charter Communications, Comcast Cable, Insight 

Communications, Cablevision Systems, Time Warner などの大手ＭＳＯｓ は、他のケーブル事業

者と共に、全米でおよそ 250 万人の住宅ケーブル電話顧客を獲得していた。Cox Business Services、

Cablevision Lightpath などの事業者は、法人顧客にも電話サービスを提供している。 

 Cox Communications は、J.D. Power and Associates による年間住宅電話の顧客満足調査で、

西部地域で 1位となり、最優秀の栄誉を得た。同社は同カテゴリーでＭＳＯとして競争企業７

社に勝り、６基準カテゴリーすべてでトップとなった。６基準カテゴリーとは、企業イメージ、

顧客サービス、売上と信頼性、請求業務、サービス・コスト、販売促進である。ケーブル事業

者が 1位となったのは調査史上初である。 

 

回線交換電話の普及に加えて、多数の企業は、ボイスオバーインターネットプロトコル(ＶｏＩ

Ｐ)サービスの試験運用を開始、または販売を開始している。 

これら企業は、Cox Communications, Armstrong Cable, Charter Communications, Mediacom, Time 

Warner Cable, Comcast Cable である。ＶｏＩＰ は、音声伝送にデータ“パケット”を使用する

ため、“ボイスオバーインターネットプロトコル”と呼ばれている。 

 2003 年第４四半期に Cablevision は、400 万世帯のニューヨークシティのサービス地域で

Optimum Voice ＶｏＩＰ を開始した。顧客は、$34.95 で、無制限の市内および長距離電話サ

ービス、発信者番号通知サービス、キャッチホン、コールリターン、三者間通話、電話転送、

緊急電話 911 を利用できる。 



３４ 

 Time Warner Cable は、メイン州ポートランドの加入者にＶｏＩＰサービスを開始した。 同

ＭＳＯは、ＭＣＩ、Sprint との提携を発表した。両者は、Time Warner に, デジタル音声サー

ビスを供給し、ＩＰ音声トラフィックを終端処理し、緊急電話 911 を管理し、長距離電話サー

ビスを提供する。 

 2003 年 12 月、Cox は、バージニア州ロアノークで初のＶｏＩＰサービスを行った。ロアノー

クは同社が電話サービスを発売した 12 番目の市場である。 

 現在、Comcast は、ペンシルバニア州コーツヴィルとフィラデルフィアでＶｏＩＰを試験中で、

来年にはインディアナ州インディアナポリス、コネティカット州ハートフォード、マサチュー

セッツ州スプリングフィールドで開始する。 

 Armstrong は、ＶｏＩＰサービス・プロバイダーの Vonage と提携し、メリーランド、オハイ

オ、フィラデルフィア、ウェストヴァージニア、ケンタッキー各州の同社 11 ケーブル・シス

テムからケーブル顧客に Zoom Phone サービスを提供する。 

 

３－５. ケーブル産業の番組プログラミングへの取り組み  

番組制作へのケーブル投資は、より多くの視聴者を獲得する独創的、感動的かつ高品質のコンテ

ンツに向けられた。 

 

３－５－１. 番組の質  

ケーブルは、徐々に、テレビの批評家と一般視聴者により高品質で最先端の番組を提供している

として認められるようになった。ケーブル・ネットワークは引き続き自社の番組制作に大幅投資を

行っている。最近の例では、２シーズンの番組制作に 8 億ドルを投じた Lifetime、５年間の予算

が 25 億ドルの Discovery がある。 ケーブル・ネットワーク全体の 2003 年番組制作投資額は 126

億ドルだった。(図３－５－１を参照) 
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 ケーブル・ネットワークは 2003 年に 19 ケーブル・ネットワークで総数 199 の候補となるエミ

ー賞候補記録をつくった。ケーブル・ネットワークは 2003 年９月の第 55 回年間プライムタイ

ム・エミー賞で計 39 のエミー賞を獲得した。 

 2003 年１月、ＦＸ, ＵＳＡ Network, ＨＢＯ がゴールデン・グローブ賞を受賞した。 

 2003 年２月、全米人道協会（Humane Society of The United States=ＨＳＵＳ） は、メディ

アを通じて動物問題の意識向上貢献を賞する第 17 回年次 Genesis Awards を発表したが、その

栄誉に輝いたのはケーブル番組だった。それら番組は、Vanishing Giants (National 

Geographic Channel)、“America’s Big Cat Crisis”の National Geographic Explorer、 

“Jane Goodall: Chimps in Crisis” (ＭＳＮＢＣ)、 A Ring Of Endless Light (Disney 

Channel)、Kermit’s Swamp Years (STARZ!)、Animal Cops (Animal Planet)である。 

 2003 年３月にＡ＆ｅ と ＨＢＯ が Producers Guild Awards を受賞、2003 年４月にケーブル

が George Foster Peabody Awards の 11 部門のうち９部門を受賞した。Peabody 授賞式は、

ケーブル・ネットワークの A&E が史上初の全米テレビ放送を行った。 

 2003 年４月にＥＳＰＮは Sports Emmy Awards を６番組で、 ＨＢＯ は同５番組で、ＥＳＰＮ

２が４番組で受賞した。授賞式は、Fox Sports Net が無料で初のテレビ放送を行った。 

 ケーブルは新番組を開発している Ａ＆ｅ, Bravo, Comedy Central, Disney Channel, ＥＳＰ

Ｎ, ＦＸ, ＩＦＣ, Lifetime, National Geographic, ＳＣＩ ＦＩ, USA Network, ＷＥ：

Women’s Entertainment はすべて 2003 年に新しいオリジナル・シリーズ番組を開始した。 

 

３－５－２. 番組視聴率  

以前よりも多くの視聴者がケーブルの多彩な番組にチャンネルを合わせている。近年、４大ネッ

トワーク(ＡＢＣ, ＣＢＳ, ＦＯＸ, ＮＢＣ)の視聴率が下降し、ケーブル・ネットワーク全体の視

聴率が着実に伸びている。 

 半数を超すプライムタイムのテレビ視聴者が 2002 年/2003 年テレビ・シーズンに無料（広告

スポンサーの提供による）のケーブル・ネットワークを視聴した。これにより、ケーブル・ネ

ットワークは２年続いて全国放送ネットワーク全体でトップとなった。しかもテレビ世帯は、

他のテレビ番組ソースよりも長く無料ケーブル・テレビを視聴していた。シーズン末までに、

米国世帯は、無料ケーブル・ネットワークを全日ベースで週平均 28.8 時間視聴していた。こ

れに対して、全商業放送ソース全体では週平均 26.7 時間だった。 

 現在の 2003 年/2004 年テレビ・シーズンで、ケーブル・ネットワークは昨シーズンの視聴レ

ベルを破り、さらに放送・ネットワークを超える勢いである。Cabletelevision Advertising 

Bureau (ＣＡＢ)が行ったニールセンのデータ分析によれば、2003 年の１年間は、無料ケーブ

ル・ネットワークが 7放送ネットワーク全体よりも多くの視聴者を獲得する２年目となること
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を示している。2003 年１月１日から 2003 年１2 月８日までの期間に、ケーブルのプライムタ

イム視聴率は 50.3、これに対して 7全米放送ネットワークは 44.7 だった。2002 年１年間では

ケーブルのプライムタイムが 48.1、放送ネットワークでは 46.4 であったため、その差は広が

った。 

 無料ケーブルのプライムタイム視聴率は、1985 年/1986 年テレビ・シーズンの 7.5 シェアから

2002 年/2003 年シーズンには 49.6 シェアに増加した。  

 全テレビ世帯、全日ベースで、無料ケーブル・ネットワークは 2002 年/2003 年テレビ・シー

ズンに全番組の 51.3 シェアとなった。過去 10 年間で、全テレビ世帯によるベーシック・ケー

ブル・ネットワーク視聴率は、96 パーセント増加した。 

 

３－５－３. 番組制作投資 

ケーブル事業者は、引き続き番組制作に投資している。2002 年には 109 億 9,000 万ドル、2003

年には 114 億 6,000 万ドルで、その結果として、消費者にとって選択は増加し、より高品質の番組

視聴が可能となった。  

 

３－５－４. 番組の選択 

ケーブルの投資によりケーブル・ネットワーク数は増加した。全米ケーブル・ネットワーク数は、

1996 年の 145 社から 2002 年末までに 308 社（最新データによる）となった。これは６年に 112 パ

ーセント増である。 (図３－５－２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５－５. 子供向け番組  

ケーブル・ネットワークは、引き続き子供、家族向けの番組を長時間提供している。 

 ＡＢＣ Family, Cartoon Network, Discovery Kids, Disney Channel, Hallmark Channel, 

Nickelodeon, Noggin, Toon Disney, ＷＡＭ!などのケーブル・ネットワークは、引き続き子

全米ケーブル・ネットワーク数の増加
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供の視聴者を獲得している。子供（２歳－11 歳）による無料ケーブル・ネットワークの全日

視聴率は、1992 年/1993 年シーズンの 26.7 シェアから 2002 年/2003 年シーズンには 52.2 シ

ェアとなった。 

 本年、ＴＬＣ と Discovery Kids は、受賞に輝いたコマーシャルなしのウィークデイ朝の未

就学児向き３時間番組“Ready Set Learn!”の続編を開始した。 

 2003 年 5 月、ＡＢＣ Family は、青少年向きのリアリティ・シリーズなど、新しいティーン

ネージャー層の番組を開始した。 

 最近開始のネットワーク、!Sorpresa!は、ラテンアメリカ系の子供を対象としている。  

 

３－６. ケーブル産業の競争市場での取り組み 

ケーブルは、本業のビデオで激しい競争に直面し、高速インターネット接続やケーブル電話サー

ビスのような新興サービスの競争を刺激してきた。 

 

３－６－１. ビデオの競争  

今日、米国のテレビ消費者は、ＤＢＳ、ＲＣＮ／Starpower などの代替ブロードバンド・プロバ

イダー、地域公益企業などの多チャンネル・ビデオ・プロバイダーからの選択が可能となっている。

全国的な２大ＤＢＳ事業者が全国トップ４社の多チャンネル・ビデオ・プロバイダーに現在数えら

れている事実は、今日の市場に見られる競争レベルの高さを示している。 

この競争の結果、2,300 万を超す消費者（ほぼ４人の加入者のうちの１人）が、現在、地域ケー

ブル事業者以外の事業者から多チャンネル・ビデオ番組を視聴している。1994 年 12 月から 2003

年 11 月の期間に、非ケーブル多チャンネル・ビデオ世帯数は、424 万から 2,438 万へと増加した (表

３－６－１) 。その競争業者と同様、ケーブルは持続的成長を示し、2003 年第３四半期に同産業

は 7,100 万人を超すアナログ・ベースの顧客のうち、2,150 万のデジタル・ビデオ顧客を獲得した。  

 

ＭＶＰＤｓの分析 

マルチチャンネル・ビデオ番組配信事業者      2003 年 11 月 

 加入者(万) ＭＶＰＤ市場での占有率 

ケーブル 7,110 74.461% 

ＤＢＳ 2,108 22.08% 

Ｃ－バンド 50 0.52% 

ＭＭＤＳ 20 0.21% 

ＳＭＡＴＶ* 120 1.26% 

ブロードバンド競争業者 140 1.47% 

ＭＶＰＤ合計 9,548 100.00% 

*ＳＭＡＴＶ=Satellite Master Antenna Television 

 

表３－６－１ 
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ⅰ）直接放送衛星(ＤＢＳ)  

多チャンネル・ビデオでケーブルに対する最大の競争可能性を持っているのは、ＤＢＳサービス

である。ＤＢＳサービスは、衛星加入者に 150 を超すビデオのデジタル・チャンネルを提供してい

る。 

 ＤＢＳ加入者総数は、2002 年 12 月の 1,940 万から 2003 年 12 月の 2,100 万に上昇した。 

 現在、DirecＴＶ は、１ケーブル事業者(Comcast)を除く全ケーブル事業者より多い加入者

(1,200 万)を獲得している。DirecＴＶは米国で第２の多チャンネル・ビデオ・プロバイダー

となっている。その一方で、900 万の加入者を擁する第２のＤＢＳプロバイダー、EchoStar は、

ケーブル事業者２社(Comcast と Time Warner)を除く全ケーブル事業者よりも多い加入者を獲

得している。 

 DirecＴＶと EchoStar は、“local-into-local”サービスのテレビ世帯への供給を増やして

いる。同サービスは、数社のローカル・テレビ局を自社市場の顧客に提供するものである。企

業報告書によれば、DirecＴＶ  は 64 市場にローカル・チャンネルを供給し、EchoStar は全

米 94 市場にローカル・チャンネルを供給している。 

 

ⅱ）ブロードバンド重複施設  

ＤＢＳ が全米の消費者に供給可能しているが、衛星が既存ケーブル事業者の唯一の代替手段で

はない。ブロードバンド 重複施設業者“overbuilders”は、既存ケーブル・プロバイダーと直接

に競争するローカル・ブロードバンド・ネットワークを建設し、およそ 140 万の加入者にサービス

を供給している。  

 単一ブロードバンド施設（または無線、衛星プロバイダーと共同）による電話、高速インター

ネット接続、ビデオ番組チャンネル追加の販売能力は、設備ベースのブロードバンド競争を促

した。ＲＣＮ／Starpower, Knology, WideOpenWest, SureWest などの企業は、競争的ビデオ、

ブロードバンド・サービスを消費者に供給している。 

 これらプロバイダーの多くが競争的価格で販売促進を展開し、ビデオ、インターネット、電話

サービスのパッケージを売り込んでいる。 

 一部の公共事業体と既存電話事業者も製品ラインアップにビデオ番組を追加している。 

 

３－６－２. 高速インターネット競争 

ケーブルによる手頃な価格の高速インターネット接続市場の創設および開発は、地域電話会社の

ような設備ベースの供給業者から多数の競争的サービス販売につながった。ケーブル・モデム・サ

ービスの展開により、地域ベル事業者(Regional Bell Operating Companies = ＲＢＯＣＳ)はデ

ジタル加入者回線(ＤＳＬ)サービスを販売に積極的となった。産業アナリストは、ケーブル、ＤＳ

Ｌ、無線、代替ブロードバンド・プロバイダーなどのブロードバンド・プロバイダーの選択の幅が
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広がり、徐々に消費者がそれら選択を享受していると報告している。 

 Morgan Stanley Research の分析によれば、およそ 9,000 万世帯がケーブル・モデムまたは

デジタル加入者回線(ＤＳＬ)を選択し、PC を所有する４世帯に１世帯以上がケーブル・モデ

ムまたはＤＳＬブロードバンド・サービスに接続している。 

 

ⅰ）デジタル加入者回線(ＤＳＬ)  

近年、ケーブル・モデム加入者増が鈍化する一方で、ＤＳＬ加入者数は、急速に増加した。 

 Leichtman Research Groupのデータによれば、大手４ＤＳＬプロバイダー‐  BellSouth, Qwest, 

ＳＢＣ Communications, Verizon ‐ は、2002 年 12 月から 2003 年第 3四半期の期間に総加入

者数で 542 万人から 716 万人に増加した。 

 これら事業者の他に、Broadwing (前 Cincinnati Bell)、Covad のようなＤＬＥＣｓ 

(data-centric competitive local exchange carriers) などのプロバイダーがある。 

 ケーブルは、ＤＳＬに比較すると、その幅広い利用可能性、設置の容易さ、顧客満足レベルの

高さにより競争市場を引き続きリードしている。 

 

ⅱ）衛星  

衛星事業者も高速接続サービスを全米規模で強化した。 

 2003 年 7 月、EchoStar Communications, Inc.とＳＢＣ Communications Corporation は、戦

略的販売提携を発表した。両社によれば、ＳＢＣのブロードバンドＤＳＬインターネット接続

サービスと EchoStar のＤＩＳＨ Network をパッケージとする予定である。また EchoStar は、

ＤＳＬサービス・パッケージを販売するため、Earthlink との販売提携を行った。 

 2003 年 7 月、Qwest Communications は、EchoStar と DirecＴＶ  との提携を発表した。Qwest

の顧客は、電話 1本で、地域電話、長距離電話、無線、ＤＳＬ、ビデオ・サービスの注文が可

能となる。 

 BellSouth と DirecＴＶは、DirecＴＶのサービスが、パッケージ・サービスの一部として

BellSouth の顧客に利用可能とすることで合意に達した。  

Washington, DC 2003 
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産 業 統 計 
ベーシックケーブル世帯（2003 年 11 月） 73,365,880 

米国テレビ世帯(2004 年 1 月) 108,410,100 

テレビ世帯ケーブル普及率(2003 年 12 月) 67.7% 

ケーブル・ホーム・パス(2003 年 12 月) 102,900,000 

テレビ世帯ケーブルパス率(2003 年 12 月) 95% 

ベーシックケーブル/ホーム・パス(2003 年 12 月) 71.3% 

ケーブル・ヘッドエンド (2003 年 5 月) 9,899 

プレミアム・ケーブル･ユニット 50,614,000 

ケーブル・システム 9,339 

ケーブル従業員数(1999) 130,953 

年間ケーブル売上高(2003) $51,300,000,000 

広告総売上 (2002) $14,700,000,000 

フランチャイジー料金総額（2003） $2,400,000,000 

ケーブルの民間投資 

2003 年ケーブル産業建築･アップグレード費用 $10,600,000,000 

Cable in the Classroom 提供校 (2001 年 12 月) 81,654 

Cable in the Classroom 受講学生数(2001 年 12 月) 43,676,577 

ブロードバンド普及率 

デジタル･ケーブル加入者 (2003 年 9 月 30 日) 21,500,000  

ケーブル・モデム加入者 (2003 年 9 月 30 日) 15,000,000 

ケーブル･モデム･サービス ホームパス(2003 年 9 月 30 日) 90,000,000 

住宅ケーブル電話加入者(2003 年 9 月 30 日) 2,500,000 

Value and Prices 

全米ビデオ番組サービス/ネットワーク (2002 年 12 月) 308 

2002 年主要賞獲得ケーブル番組 50 

ベーシックケーブル平均月額料金(2003 年 12 月) $36.59 

競争 

非ケーブル・マルチチャンネル・ビデオ番組送信業者の加入者 

 (2003 年 11 月) 
2,438 万 
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米国ＭＳＯトップ 25 社                     （2003 年６月） 

ランク MSO 名 保有世帯数 

1 Comcast Corporation 21,364,100 

2 Time Warner Cable 10,938,000 

3 Charter Communications 6,486,900 

4 Cox Communications 6,278,500 

5 Adelphia Communications 5,116,000 

6 Cablevision Systems Corporation 2,963,900 

7 Bright House Networks 2,062,900 

8 Mediacom Communications Corporations 1,560,000 

9 Insight Communications (1) 1,295,700 

10 CableOne (&) 714,500 

11 RCN Corporation 430,500 

12 Cebridge Connections (e) 425,000 

13 Bresnan Communications (2) 309,000 

14 Service Electric 290,800 

15 WideOpenWest (e) 289,100 

16 Tele-Media Corporation (&) 226,500 

17 Armstrong Group of Companies 213,700 

18 Midcontinent Communications 200,500 

19 Susquehanna Cable 205,100 

20 Northland Communications Corporation (e) 180,300 

21 Pencor Services (e) 172,000 

22 Millennium Digital Media (e) 153,200 

23 Buckeye Cable System 151,400 

24 US Cable Corporation 143,400 

25 General Communications 137,200 

Source: Kagan World Media, a PRIMEDIA Company. Data from Cable TV Investor. Reprinted with 

permission.  

Notes: Unless otherwise noted, counts include owned and managed subscribers. n/a = not available. e = 

estimate & = Counts include recent acquisition/disposition. 

1) Customer data includes effects of the swap of the Griffin, GA system for the managed New Albany, IN and 

Shelbyville, KY systems. 

2) Pay and HP data are estimates. 
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ケーブルネットワーク上位 20 社      2003 年 2 月 28 日現在 

ランク ネットワーク名 視聴世帯数 

1 TBS Superstation 87,700,000 

2 ESPN 86,700,000 

3 C-SPAN 86,600,000 

4 Discovery Channel 86,500,000 

5 USA Network 86,300,000 

6 CNN (Cable News Network) 86,200,000 

7 TNT (Turner Network Television) 86,200,000 

8 Lifetime Television (LIFE) 86,000,000 

9 Nickelodeon 86,000,000 

10 A&E Network 85,900,000 

11 Spike TV* 85,800,000 

12 The Weather Channel 85,300,000 

13 MTV (Music Television) 84,900,000 

14 QVC 84,900,000** 

15 ABC Family Channel 84,800,000 

16 Learning Channel (TLC), The 84,700,000 

17 ESPN2 84,500,000 

18 CNBC 84,100,000 

19 AMC (American Movie Classics) 83,900,000 

20 VH1 (Music First) 83,700,000 

All subscriber figures as of February 28, 2003 unless otherwise noted. 

NOTE: Figures may include non-cable affiliates and/or subscribers.  

Broadcast viewership is not included. 
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  ケーブルシステムトップ 25               2003 年７月現在 

 場  所 事 業 者 名 加入世帯数 

1 New York, New York Time Warner 1,235,984

2 Long Island, New York Cablevision Systems 683,718

3 Phoenix, Arizona Cox Communications 581,526

4 Orlando, Florida Bright House Networks 543,049

5 San Diego, California Cox Communications 530,000

6 Bronx/Brooklyn, New York Cablevision Systems 502,205

7 Prget Sound, Washington Comcast 424,500

8 Pittsburgh, Pennsylvania Comcast 415,720

9 chicago Suburbs, Illinois Comcast 390,602

10 Denver, Colorado Comcast 369,844

11 Las Vegas, Nevada Cox Communications 368,000

12 Los Angeles, California Comcast 352,411

13 Tampa/St. Petersburg, Florida Bright House Networks 336,954

14 Cleveland, Ohio Adelphia 311,674

15 San Antnonio, Texas Time Warner 310,281

16 Houston, Texas Time Warner 294,123

17 Sacramento, California Comcast 285,000

18 New Orleans, Louisiana Cox Communications, Inc. 270,013

19 Broward/Dade County, Florida Comcast 269,448

20 Palm Beach County, Florida Adelphia 266,000

21 Milwaukee, Wisconsin Time Warner 262,700

22 Jacksonville, Florida Comcast 262,070

23 Hampton Roads, Virginia Cox Communications 261,226

24 Union, New Jersey CalPERS/Comcast 260,572

25 Honolulu, Hawaii Time Warner 250,000

Source: Multichannel News  

NOTE: Multichannel News defines a system as an operation serving one or more communities through a 

single headend. 

Basic subscriber counts were provided by MSOs and systems to Multichannel News. 



４４ 

 

米 国 州 別 データ             2004 年２月 24 日 

州 
TV 保有世帯 

(2004 年 1 月) 

CＡTV 加入世帯 

(2003 年 9 月) 

CＡTV 

加入世帯率 

Alabama 1,768,300 1,193,260 67% 

Alaska 193,630 117,620 61% 

Arizona 2,046,350 1,209,640 59% 

Arkansas 1,057,360 634,020 60% 

California 11,774,780 7,828,960 66% 

Colorado 1,738,830 1,063,910 61% 

Connecticut 1,331,810 1,189,130 89% 

Delaware 313,630 261,980 84% 

District of Columbia 244,270 165,640 68% 

Florida 6,728,860 5,050,930 75% 

Georgia 3,195,950 2,217,460 69% 

Hawaii 412,190 365,940 89% 

Idaho 486,450 211,230 43% 

Illinois 4,648,990 3,121,050 67% 

Indiana 2,382,900 1,433,270 60% 

Iowa 1,152,630 720,320 62% 

Kansas 1,044,100 716,940 69% 

Kentucky 1,624,650 1,054,390 65% 

Louisiana 1,667,710 1,229,460 74% 

 Maine 534,740 367,910 69% 

Maryland 2,075,720 1,540,980 74% 

Massachusetts 2,487,160 2,155,170 87% 

Michigan 3,867,220 2,550,420 66% 

Minnesota 1,951,070 1,082,890 56% 

Mississippi 1,059,080 618,910 58% 

Missouri 2,233,240 1,175,620 53% 

Montana 354,900 182,870 52% 

Nebraska 675,030 475,460 70% 

Nevada 833,960 595,240 71% 

New Hampshire 498,150 409,290 82% 

New Jersey 3,149,060 2,693,730 86% 
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New Mexico 685,270 372,260 54% 

New York 7,025,170 5,493,870 78% 

North Carolina 3,285,010 2,192,630 67% 

North Dakota 253,780 160,500 63% 

Ohio 4,506,760 3,146,020 70% 

Oklahoma 1,358,210 821,830 61% 

Oregon 1,353,190 816,820 60% 

Pennsylvania 4,801,400 3,813,750 79% 

Rhode Island 423,690 338,870 80% 

South Carolina 1,604,820 1,020,980 64% 

South Dakota 293,510 193,630 66% 

Tennessee 2,297,620 1,482,660 65% 

Texas 7,807,130 4,461,920 57% 

Utah 731,730 333,160 46% 

Vermont 243,040 132,820 55% 

Virginia 2,824,170 1,971,650 70% 

Washington 2,306,020 1,576,610 68% 

West Virginia 733,120 536,250 73% 

Wisconsin 2,148,430 1,237,800 58% 

Wyoming 195,370 123,450 63% 

TOTAL 108,410,160 73,861,120 67% 

Source: Nielsen Media Research. Reprinted with permission. 
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４. 衛星放送の動向 

 

 

４－１. 衛星テレビ 

 
４－１－１. ＦＣＣがディレクＴＶ、エコースターの合併計画の申請を却下 

 2001 年 11 月、全米第１位の衛星放送会社（ＤＢＳ）ディレクＴＶを所有するヒューズ・エレク

トロニクスを第２位のエコースターが買収すると発表した。ヒューズ・エレクトロニクスの親会社

ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）との間で、現金と株式あわせて 260 億ドル（推定）で買収合併の合

意に達したものだ。 

 しかし、2002 年 10 月 10 日、ＦＣＣはエコースターから出されていた合併の申請を拒否すると

発表した。合併が、多チャンネル市場での競争を阻害し、公共の利益に反するというのがその理由

である。ＦＣＣに続き司法省も、この申請を同様の理由で却下した。 

 米国の衛星放送会社は、合併や買収により、ディレクＴＶとエコースターの２社のみが残ってい

る状況であり、この２社が合併すると、エコースターの独占市場になるというので、議会関係者や

消費者団体などから、独占に対する強い反対の声があがっていた。 

 エコースターは、「衛星とケーブルを合わせた多チャンネル市場全体でみれば、独占ではない」

と主張していた。また、ディレクＴＶとエコースターの両社は、人口過疎地域と都市部での利用料

金に格差を設けないなど、加入者が不利にならないようにするとしていた。 

しかし、2001 年暮れから、この合併計画を審査してきたＦＣＣは、マイケル・パウエル委員長

を含む４人（当時）の委員が全会一致で申請に反対し、却下となった。パウエル委員長は、合併は

「ケーブルテレビのサービスがある地域では衛星放送１社との複占、無い地域では、衛星放送１社

の独占」を作り出し、その結果「料金値下げを妨げ、馴れ合いを生み、改革を遅らし、利用者の恩

恵も減らす」と述べた。また、両社が示した、全国一律の料金計画は、健全な競争の代わりに、一

方的に決められた料金体系を押し付けるものと批判した。結局、エコースターの主張は退けられ、

ディレクＴＶとエコースターの両社は、合併計画を破棄した。 

 

４－１－２. ニューズ社がディレクＴＶの経営権を取得 

 世界のメディア王、ニューズ・コーポレーションのルパート・マードック氏はかねてより、米国

での衛星放送事業に食指を伸ばしてきた。しかし、なかなかその権利を手中に収めることができな

かった。今回も、実は、エコースターよりも早くディレクＴＶの買収の話をＧＭに持ちかけていた。

しかし、ＧＭの煮え切らない態度に業を煮やし、2001 年秋に交渉の打ち切りを決めていた。一方

で、ディレクＴＶとエコースターの合併には反対するよう議会に働きかけるなど、強力なロビー活

動を展開してきた。 
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マードック氏は、地球規模の衛星事業構想の実現を目指してきており、業界では、ディレクＴＶ

の買収交渉には、マードック氏が再登場すると見られていた。そして、2003 年春、案の定、マー

ドック氏はＧＭにディレクＴＶの買収話を持ちかけ、両社は合意に到った。 

 取引にはＦＣＣの認可が必要である。2003 年 12 月 19 日に、ＦＣＣは、この件について委員の

投票を行い、３対２の１票差で、ニューズ社の申請の認可を決めた。認可に際しては、いくつかの

条件がつけられた。 

これでニューズ社は、地上波のテレビネットワークとテレビ局、ケーブルネットワーク、大手映

画会社（二十世紀ＦＯＸ）、テレビ番組制作、シンジケーション部門、それに多チャンネルの衛星

放送ビジネスと、ほとんどすべての映像事業を傘下に収めることになった。これほど多岐にわたる

映像事業を行うメディア企業は、世界を見渡してもただひとつである。 

ディレクＴＶは、1994 年６月に、デジタル衛星放送を開始。2003 年末現在の加入世帯は、1,220

万世帯。米国第１位のＤＢＳサービスで、ケーブルを合わせた多チャンネル市場でも、2,140 万世

帯を抱えるコムキャストについで、第２位のプラットフォームである。ＧＭはディレクＴＶを運用

するヒューズ・エレクトロニクスの親会社である。取引の内容は、ＧＭが所有するヒューズの株式

34％を 66 億ドル（現金＋株式）で購入するというもの。ＦＣＣの認可が出たのは、12 月 19 日、

週末の金曜日だが、週明け 22 日の月曜日には取引を完了した。ついにルパート・マードックのニ

ューズ社が念願のディレクＴＶの経営権を取得した。 

 マードック氏は、ディレクＴＶの加入世帯を、現在の 1,220 万から 10 年間で 2,000 万にする計

画である。現在、多チャンネルサービスで最大手のケーブルＭＳＯ、コムキャストの加入世帯は

2,140 万である。マードック氏は、ディレクＴＶを業界トップのコムキャストに十分対抗し得るプ

ラットフォームにしたい考えだ。しかし、そのためには全米で約６９％のシェアを持ち、7,300 万

世帯を抱えるケーブル加入者の切り崩しをしなければならない。ケーブル業界では、加入世帯が解

約することを「チャーン（churn）」という。チャーンは、ＤＢＳの側にもある。両陣営のこれか

らの戦いは、チャーンの率をできるだけ低く抑えることに成功したものが勝つことになる。 

 ＮＣＴＡ（全米ケーブル・テレコム連盟）によれば、ケーブル事業者は 1996 年から 2003 年まで

の８年間に、システムのグレードアップのため 840 億ドル投じたという。デジタルケーブルをはじ

め高速データ通信、ケーブル電話など、ケーブル独自のサービスを加入世帯に提供するためである。

ケーブル事業者はこの三つを「トリプルプレー」と呼んでいる。新サービスの利用者を増やし、デ

ジタルＤＢＳの攻勢に対して、巻き返しを狙っている。今後、両者の確執はさらに激しいものにな

るだろう。 

 多チャンネルメディアの中で加入世帯が最も多いのは、コムキャストで、ディレクＴＶは２位に

つけている。３位がタイムワーナー・ケーブルの 940 万、４位がエコースターの 850 万である。多

チャンネルサービスの大手４社の中に、ＤＢＳの２社が入っている。ＤＢＳのサービス開始後、10

年経っていないことを考えると、その急速な進展は脅威である。 
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４－１－３. 衛星ＨＤＴＶ放送の「ヴーム（ＶＯＯＭ）」登場 

ニューズ社がディレクＴＶの経営権を取得することで、米国の衛星市場は、ディレクＴＶ、エコ

ースターの２社による複占状態で進むかというと、そんなことはない。ＨＤＴＶ市場を先取りした

衛星ＨＤＴＶ放送のプラットフォームが 2004 年本格的な営業を開始する。2003 年 10 月 15 日から

26 番組の無料お試し放送を開始している「ヴーム」がそれである。 

 ヴームは、ケーブルビジョン・システムズ社傘下のレーンボーＤＢＳ社（以下レーンボー社）が

レーンボー１号衛星を使用して実施する衛星放送である。同社の経営陣は、かつてＨＢＯを創設し

たチャック・ドーラン、コムサット社時代にサテライト・テレビジョン・プロジェクトを推進した

ミッキー・アルパート、ディレクＴＶで販売担当役員をしていたビル・カサモといった顔ぶれでマ

スコミの注目度は高い。 

 アルパート最高経営責任者（ＣＯＯ）によると、「ヴーム」という名称はネーミング会社から出

てきたいくつかの案の中から彼自身が採用したもので、「ビデオ・ブーム（VIDEO BOOM）的な発

想」という。 

 米国の他のメディアでは放送されていない独自の番組 21 本を持つ。アルパートＣＯＯによれば、

これらの番組は、「ヴーム」の姉妹会社のレーンボー・メディア社が制作・編成しているという。

これらのほか、ディレクＴＶ、ディッシュ・ネットワーク、ＣＡＴＶ網などで放送されてポピュラ

ーなショウタイムＨＤ、シネマックスＨＤ、ディスカバリーＨＤなどの５チャンネルも「ヴーム」

で見ることができ、放送されないのは、ＨＢＯのＨＤ番組くらいである。しかしこの点は、10 チ

ャンネルのＨＤシネマでカバーされている。 

 レーンボー社は家電業界の世界４大イベントのひとつ「インターナショナルＣＥＳ2004」（2004

年１月８日～11 日、ラスベガス・コンベンション・センター）初日の 1 月８日に、さらに４番組

を追加すると発表をした。これら４チャンネルは、ＮＦＬネットワーク、プレイボーイＴＶ、スタ

ーツＨＤイースト、スターツＨＤウエストである。2004 年３月１日に有料放送に切り替わる頃に

は、30 チャンネルのＨＤＴＶプラットフォームとなる。 

 この番組数は、ディレクＴＶが現在７チャンネル、ディッシュ・ネットワークが９チャンネルし

かＨＤＴＶ放送をしていないのに比べれば、いかに多いかよく分かる。視聴料は「ヴーム」固有の

21 チャンネルについては、月額 39.90 ドルと発表されている。ショウータイムやシネマックスな

どのプラス・パック、ＮＦＬネットワーク、プレイボーイＴＶは、さらに別料金を徴収することに

なると見られている。 

 ヴームの視聴は、視聴・録画用ＤＳＲ550 型セットトップサーバー（ＳＴＳ）で行う。同ＳＴＳ

は当初、全米に 1,600 店を展開しているシアーズ百貨店一系列のみに限定して販売することになっ

ている。これについては、業界関係者から「ハイエンド製品というイメージを浸透させたい」「Ｓ

ＴＳのメーカーがモトローラ社１社なので、供給が間に合わない」という意見もあるが、２月１日

からは、他の販売店でも販売する方針のようである。ＳＴＳは、マルチ・チャンネル同時録画、フ
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レックス・メディアＬＡＮ機能、ゲートウエー機能を搭載し、またＰＣやオーディオ機器との接続

も可能で、これらに取り込んであるＨＤフォトや音楽をテレビで再現することもできる。 

 レーンボー社では、こうしたＳＴＳの機能をベースに、家庭内をＨＤホーム・メディア・ネット

ワーク（ＨＤ－ＨＭＮ）にすることを「売り」にする販売戦略をとる。ＨＤ－ＨＭＮの販売開始は

2004 年半ばを目標にしている。 

 レーンボー社は、「ヴーム」を視聴するために必要な費用として、衛星波受信用アンテナ、ロー

カルＨＤＴＶ・ＳＤＴＶ地上波受信用アンテナ、ＳＴＳなど、すべての設定・設置費用を含めて

749.99 ドルという価格を設定し、設置後 30 日以内であれば返品を受け入れ全額返金する。 

 

４－２. 衛星ラジオ 

米国では２億台の車が一般に利用されており、毎年年間 1,600 万台が出荷されている。さらに長

距離トラック、ボートなども数 100 万台あり、巨大な市場を形成している。このモバイル空間に「時

間」をかけると、単に、台数だけではなく、さらに巨大な「モバイル空間の時間市場」がみえてく

る。この市場に目をつけたのが衛星ラジオである。衛星ラジオは（ハワイ、アラスカを除く）全米

どこに行っても受信でき、同じ番組を聞き続けることができる。 

現在、ＸＭサテライト・ラジオ（www.xmrajio.com,www.xmrajiojapan.com）とシリウス・サテラ

イトラジオ（www.siriusrajio.com）の２社がサービスを提供している。 

ＸＭは、2001 年 11 月からサービスを開始し、一方のシリウスは、2002 年７月１日から全米に向

け本格的なサービスを開始した。２社の参入により、衛星ラジオ市場は、既存車市場への搭載、新

車市場へのアプローチで市場を拡大している。 

XM 社は、1999 年の株式初公開(ＩＰＯ)で 1,040 億ドルを調達し、この資金で『ロック』と『ロ

ール』と名づけた２つの人工衛星を打ち上げ、さらにワシントン、ニューヨーク、そしてナッシュ

ビルに音楽スタジオを立ち上げた。ＸＭ社はまた、ＧＭ社をはじめ、ディレクＴＶ社、米クリア・

チャンネル・コミュニケーションズ社からの出資を受けている。 

 ＸＭ社とシリウス社が採用している技術は、地上に設置されたアンテナを用い、放送をそれぞれ

の人工衛星に送信し、その後その信号を自動車やオーディオ機器に転送するというものである。 

 衛星ラジオの電波信号は衛星から受信機に直線的に送られるため、高層ビルや山など、さまざま

な障害物が放送を妨害する可能性がある。そこで両社は、そうした電波のギャップを埋めるために、

地上に低出力の無線送信機を設置している。 

「ＣＥＳ2004」では、ＸＭサテライト・ラジオ社（ＸＭ）とシリウス・サテライト・ラジオ社（シ

リウス）の両サテライト・ラジオ放送事業者が競争意識をあらわにしたＰＲ合戦を展開した。 

両社がＣＥＳにデビューしたのは２年前である。当初は認知度も低く、事業性も疑問視されてい

たが、着実にユーザーを増やしている。 

 ＸＭ社は、キャデラックス・エスカレード、ベンツ３シリーズ、トヨタ・ソアラ、ニッサン・ム
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ラノなど８台の高級車に、同社の受信機を搭載して、ブースの両サイドにずらりと並べた。さらに

雨よけのカバー付きスカイファイとローデイの両ＸＭ受信機を搭載した、ハーレーダビッドソン・

ロード・グライドも展示し、来場者の注目を集めた。 

 2004 年型乗用車の 80 モデルに、すでにＸＭ受信機が組み込まれているという。これらの受信機

のメーカーは、パイオニア、ソニー、アルパインなどの日系が多いという。 

 携帯型受信機のコーナーでは、ＸＭスカイファイ、ＸＭ ＰＣＲ、ＸＭローデイ、ＸＭコマンダ

ーの４種類の受信機が紹介された。スカイファイは、乗用車の中に持ち込んでも聞けるが、ラジカ

セにも組み込んで聞けるように設計されているのが特徴である。ＰＣＲは、ＰＣに接続して大きな

スクリーンで番組を選択し、ＸＭ放送を聞くことができる。ローデイは、手軽さが売りもので、「受

信機のサイズはクレジット・カード、アンテナのサイズはティーバッグ」というのがキャッチフレ

ーズである。価格はアンテナ込みで、１台 119 ドル。 

 旅客機向けのシステムと家庭内のホーム・エンターテイメント向けの展開も行われており、現在、

ジェット・ブルーとエアー・トランの２社が、ＸＭ社の放送サービスの導入を決めている。実際の

運用開始は、2004 年後半の見込みである。 

ＸＭ社のヒュー・パネロ社長は、「68 チャンネルの全音楽番組を、2004 年２月１日からＣＭな

しにする」と、当初からＣＭなしを売り物にしているシリウス社への対抗処置を発表した。また、

ニューヨーク、ロスアンゼルス、シカゴなど 15 都市で 2004 年３月１日から交通・気象情報の提供

を始めること、2004 年中に６都市を追加する予定であること、さらには、ワシントンのメインス

タジオに加え、ニューヨークのマンハッタンと、テネシー州のナッシュビルにもスタジオをオープ

ンしたこと、追加料金月額 2.99 ドルでプレーボーイ・チャンネルを始めたことも明らかにした。

2003 年末の全チャンネル数は 101 となり、まもなく開始予定の交通・気象情報を加えると 2004 年

末には 122 チャンネルになる。 

 衛星については、現在運用中のロックとロールの２機の衛星をバックアップするために、さらに

ＸＭ－３とＸＭ－４衛星をヒューズ・サテライト・システムズ社で製造中と発表している。ＸＭ－

３の打ち上げは、2004 年末に予定している。加入者数については 2003 年末で 136 万を超え、2004

年末には 280 万加入を達成する見込みである。 

 一方のシリウス社は、2004 年から全米フットボール・リーグ（ＮＦＬ）の放送を開始する。ジ

ョセフ・クレイトン社長は、新しい戦略として今後 18 ヶ月以内に、３～４チャンネルのビデオ番

組を始めるとの発表を行っている。 

 クレイトン社長は、2003 年 12 月にシリウス社とＮＦＬで、今後７年間にわたり全試合を生放送

する契約を取りかわしていることを発表した。このための追加料金は取らない。 

 カナダへの進出についても触れ、「カナダのＣＢＣおよびラジオ・カナダとジョイントベンチャ

ーを設立して、カナダ政府にすでにライセンスの申請を行った」と発表した。さらに 2005 年から

は交通情報の提供を始めると、ＸＭへの対抗意識を見せている。 
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 加入者数については、2003 年末で 26 万 1,000 を超え、2004 年末までには 86 万加入を達成する

と見通しである。シリウス社の追い上げ戦術に興味が集まっている。 

 

４－３. 衛星双方向サービス 

ディレクＴＶは、2000 年から 2001 年にかけて 3つの双方向サービスを開始した。まず、双方向

サービスの Wink（ウインク）社と提携し、視聴者が自分の選択した地域の天気予報を見たり、広

告商品を画面上で購入できる「ディレクＴＶインタラクティブ」、マイクロソフトのＭＳＮＴＶを

ベースに、インターネットが同一画面で見られるほか、35 時間分の録画や録画中の再生、巻き戻

しなどができる機能を提供する「ディレクＴＶwith Ultimate ＴＶ」、それにパーソナル・ビデオ・

レコーダーの Tivo 社と提携し、最高 35 時間の録画や録画をしながらの一時停止などができる機能

を提供する「ディレクＴＶ ＤＶＲ」の 3つのサービスである。 

 一方、双方向サービスで先行していたエコースターは、「DishＰＶＲ」という名前のＳＴＢでデ

ィレクＴＶ ＤＶＲと同様のデジタル録画機能を提供している。また、ＥＰＧやカスタマイズされ

た天気予報などでは、双方向サービス提供会社の OpenＴＶと提携したサービスを提供している。 

 インターネットについては、エコースターが 2000 年末に、上り下りの両回線で衛星を利用し、

電話線に依存しない「スターバンド」サービスを開始した。その後、スターバンドは、独自の衛星

を利用したインターネットサービスとして会社を分離し、現在、スターバンドの利用者が、提携し

たエコースターの番組を見られるサービスを行っている。 

ディレクＴＶの関連会社であるヒューズ・ネットワーク・システムズは、2001 年 12 月から双方

向の衛星ブロードバンドシステム「ディレクウェー」のサービスを開始している。ダウンストリー

ム、アップストリームともに衛星を使用する。データ送信レートは、ダウンストリームは、700Ｋ

－900Ｋbps、アップストリームは最高 200Ｋbps まで可能である。送信レートは、ケーブルモデム

より遅いが、ケーブルサービスのない地域の住民にとっては、衛星テレビとともに利用価値の高い

サービスである。 

家庭用のシステムは、パラボラアンテナ、モデムを含めて約 580 ドル。利用料金は家庭用が毎月

59 ドル。小規模ビジネス用が 89 ドル。 
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５. 地域通信市場の動向 

 

 

５－１. 地域競争の状況 

ＡＬＴＳ（Association for Local Telecommunication Services）は、地域通信競争の促進を使

命とする全米産業団体である。1987 年、ワシントンＤ.Ｃに本部を創立し、競争的ローカル・ネッ

トワークの構築、所有、運営を行う企業を代表している。 

ＡＬＴＳの目的は、様々な新規地域競争業者のエネルギーを活性化し、1996 年通信法の完全遵

守、執行の確認におかれている。 

３年間にわたった厳しい市況、逆風となる規制の決定、ＣＬＥＣ産業の数十もの倒産の後、地域

通信競争の将来はまったく不確実である。３分の２を超える企業が消滅し、生き残ったＣＬＥＣs

がウォール街で存在価値を証明するべく奮闘している。志の高い政府高官に「競争事業者ではなく、

競争」を支持すると言うことは完璧に理解されている一方で、現実は市場に健全な「競争事業者」

が存在する場合にのみ「競争」が重要とされている。幸運にも、一部ＣＬＥＣｓは利益が改善する

兆しがあり、また、一部の政策決定者は通信セクター全体の再生の必要性に気づく方向性を見せて

いる。 

ＣＬＥＣ産業の成長は、1990 年代後期の波乱の日々以降、かなりの横ばいを示してきた。ＣＬ

ＥＣ売上高、接続回線数、市場占有率は、2002 年に上向きとなった。以前にＣＬＥＣsが直面した

障害を考慮すると、著しい成果である。さまざまな連邦、州の規制決議が相互補償金（reciprocal 

compensation）によりＣＬＥＣ接続売上を削りとり、ワールドコム社（WorldCom）が破産申請をし

（数多くのＣＬＥＣs による売掛金が回収不能となった）、ＲＢＯＣs（ベル地域会社）がほぼ全

社の地元州内で長距離電話事業の認可を獲得し（ＣＬＥＣ顧客への卸売りサービスを改善する動機

を失った）、低成長経済は３年目につまずきつつ突入した。これらすべてが、ＣＬＥＣsにとって

再調整のつらい一年を刻んだ。４社のＣＬＥＣ上場企業（Focal、 ITCDeltaCom、 ＸＯ、ＣＴＣ）

は 2002 年に破産保護を申請し、数社の私企業が静かに事業をたたんだ。ほとんどのＣＬＥＣ公募

株は 1株につき 1ドル以下で取引されている。産業は 2002 年後半にかけてさらに落ち込んだ。 

ＦＣＣは、既存技術―銅線回路と伝送―を利用するＣＬＥＣsの権利を再確認し、関連の電子機

器と機能強化拡張リンク（enhanced extended links=EELｓ）によるループ供給の改善を進めた。

しかし、ＦＣＣの３コミッショナーは、回線の共有廃止と個別価格規則から光ファイバー/銅線ル

ープの混線上で変換するパケットの免除によりＲＢＯＣs に “大幅なブロードバンド救済”をも

たらす投票を行った。決定はＣＬＥＣ産業にとってさらなる難関となることは明らかであった。 

 しかし、ＣＬＥＣ産業に有望な兆しもある。2002 年、ＣＬＥＣsは、負債の重荷を減らし、事業

の合理化に向けて大きな前進をした。ＣＬＥＣsの歴史上初めて、上場ＣＬＥＣs企業が 2001 年に

ＥＢＩＴＤＡを黒字とした。2000 年にはＥＢＩＴＤＡ 20 億ドルの赤字から目覚しい転換である。
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採算がとれるまでまだ前進が必要とはいえ、産業界は 2002 年に大幅な純損失を削減した。しかも、

皮肉なことに、主として旧式の特定接続（個別ネットワーク・エリメンツのかわりに）に依存して

いるこれらＣＬＥＣsは、大きな成長を果たした。 

さらに、2003 年にＣＬＥＣｓ支援の姿勢に傾く政策決定者も現れた。議会とブッシュ政権は、

過去に提起されたトウジン/ディンゲル法案、ボー/ニックルス法案など分割を擁護する法案より、

むしろ通信セクター全体の活性化を検討する姿勢を示している。ＦＣＣ高官は、特定接続と個別ネ

ットワーク・エリメンツに達成基準の適用を計画していると述べている。それら基準は、タイムリ

ーな方法でＣＬＥＣｓに対する規則遵守を行わなかったことを理由に、ＲＢＯＣsに対して執行措

置を行い、ＣＬＥＣs支援を可能とする。数箇所の連邦巡回上訴裁判所は、ゴールドワッサー決定

を不承認と表明し、反トラスト救済策がまもなく復活の見込みである（同法案は、現在、最高裁で

の決裁待ちとなっている）。州の規制担当者は、競争の出現によって消費者が受けるメリットにつ

いて、かつてないほど意欲を見せている。 

ＲＢＯＣs を“支援”しようとする政策立案者の意欲は、弱いようである。ＲＢＯＣs は、1996

年通信法の通過以降、非常に順調に成長してきた。ＲＢＯＣsの従業員数は２倍に増え、時価総額

は今日 1996 年より高くなり、地域市場で 10～12 パーセントを“失った”とはいえ、長距離市場で

20 パーセント以上を獲得している。 

投資レベルは２年前のピーク時から下がっているが、2002 年のＲＢＯＣsの設備投資は、ＲＢＯ

Ｃsの歴史的レベルと同じく高水準だった。 

ＡＬＴＳは、地域の施設ベース競争の促進というその中心的目標の実現に全力を傾けている。Ａ

ＬＴＳもまた、過去２年間にわたりスタッフの削減、年１回の見本市の延期などの困難に直面して

きた。ＡＬＴＳは、過去３年間の状況を逆転させ、競争的な将来の実現を支援すると表明している。 

ＡＬＴＳは、競争を創造し、最終的には「規制緩和された地域電話市場の創造」という目的に向

かっている。 

 

５－２. ＣＬＥＣ産業の状況 

 

５－２－１. ＣＬＥＣ産業の概要 

2003 年第２四半期で、およそ 100 社の施設ベースＣＬＥＣsが操業中である（３年前には 300 社

を超えていた）。施設ベースとは、企業が交換装置、光ファイバー・ケーブル、ワイヤレス・アン

テナ、その他最新インフラを所有、投資している状態を意味する。“伝統的な”インフラ（道路、

橋、空港）への投資が、それらを構築されたコミュニティの経済発展に貢献するのと同様に、施設

ベースの投資はＣＬＥＣsがサービスを提供しているコミュニティに幅広い経済利益をもたらすこ

とになる。  
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５－２－２. ＣＬＥＣ産業測定基準 

通信法制定後７年が経過し、過去数年間の財政低迷にもかかわらず、1年前には地域接続回線の

10 パーセントだったＣＬＥＣs は、現在、12 パーセントを獲得している。ＣＬＥＣｓは音声変換

の普及と高速ブロードバンド・サービスに使用されている 8,700 を超すデータ交換の保全により引

き続き成長している。さらに、ＣＬＥＣｓは、およそ７万人に対して熟練を必要とするハイテク関

連の職務を提供している。 

ＬＥＣ 産業測定基準 

ＣＬＥＣ 接続回線: 27,360,000 

全米接続回線総数: 220,645,000 

市場シェア (接続回線): 12.4 パーセント 

音声交換: 1,221 

データ交換: 8,740 

従業員: 69,247 人 

 

５－２－３. 施設ベースＣＬＥＣｓの総売上成長(1996 年－2002 年)  

図１－５－１は、1996 年以降の施設ベースの売上高増加を示している。2002 年、ＣＬＥＣｓは

520 億ドルの売上を記録した。ＣＬＥＣs 数が３年前と比較して今日の市場に３分の１以下しかな

いとしても、生き残ったＣＬＥＣｓは着実に顧客と売上を増やしてきた。この売上における成長は、

相互保証金と回線料金によりＣＬＥＣ売上を削る規制決定により最近は一部で鈍化を示している。 

図１－５－１ 
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出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 

５－２－４. ＣＬＥＣ市場占有率  (変換式地域電話の売上高)  

図１－５－２は、交換式地域電話サービス売上高のＣＬＥＣ市場者シェアを示している。ＣＬＥ
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Ｃｓの市場シェアは、2000 年に鈍化した。その主な理由は、地域電話産業全体がその年に著しく

成長したことだ。“地域電話のパイ”の大きさは過去２年横ばいであったが、ＣＬＥＣ産業はＩＬ

ＥＣ市場シェアの食い込みに成功していた。もちろん、市場で 10パーセントに到達するまでに 1996

年通信法の制定から７年もかったことに驚き、失望するオブザーバーがいたのも事実である。  

 

図１－５－２ 
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出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 

 

５－２－５. ＣＬＥＣ接続回線の成長 (1996 年－2002 年)  

図１－５－３は、1996 年以降のＣＬＥＣ接続回線の成長を示している。1996 年には 100 万回線

にすぎなかったが、現在、ＣＬＥＣｓは 2,700 万回線でサービスを提供している。このデータは、

過去数年間にわたるＣＬＥＣ接続回線の成長の鈍化を示しているとはいえ、ＣＬＥＣｓは、引き続

き、よりフレキシブルなサービスによって顧客を獲得し、ＩＬＥＣより 10～30 パーセント低い料

金を提供している。 （図１－５－３を参照） 

 

５－２－６. ＣＬＥＣ 市場シェア (交換式の接続回線による)  

図１－５－４は、ＣＬＥＣによる接続回線の市場シェアの成長を示している。2002 年、ＣＬＥＣ

市場シェアは、10.5 パーセントから 12.4 パーセントに上昇した。ＣＬＥＣｓ 接続回線の市場シ

ェア（12.4 パーセント）は、売上高の割合（9.8 パーセント）よりもわずかに高い。これは、ＣＬ

ＥＣの売上がＩＬＥＣｓより低いことに起因するものと見られる。（図１－５－４を参照） 
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図１－５－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 

 

 

図１－５－４ 
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出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 

 

５－２－７. 施設ベースＣＬＥＣ設備投資 

図１－５－５は、ＣＬＥＣ産業の設備投資―1996 年以降、ネットワーク・インフラへの 710 億

ドルを超す投資―を示している。新規資金調達が削減される可能性があるにもかかわらず、施設ベ

ースの地域競争維持の責任をはたすべくＣＬＥＣｓは引き続き設備に投資している。最近は、多数

のＣＬＥＣｓが自社の債務と支出の削減を重視しているが、データから設備投資は中止されていな

いことが明らかである。 
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図１－５－５ 

施設ベースCLEC
設備投資

2
3

7

15

21

17

7

0

5

10

15

20

25

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

10億ドル

 

出典: New Paradigm Resources Group, Inc 

（注: 本データは、AT&T、Sprint、Worldcom の地域施設による投資を含む） 

 

５－２－８. ＲＢＯＣ 設備投資 

図１－５－６は、地域ベル電話会社（Regional Bell Operating Companies =ＲＢＯＣS）―ベル

サウス、クエスト、ＳＢＣ、ヴライゾン（BellSouth、Qwest、ＳＢＣ、Verizon）―の設備投資を

示している。データから、ＲＢＯＣsは通信法制定とともに投資を著しく増加したことが明らかで

ある。ＲＢＯＣs は、ＣＬＥＣｓからの競争とインターネット・トラフィックの急増に対応して、

設備支出を増やした。同図は、地域市場に競争をもたらす意図により、1996 年に最初に施行され

たＦＣＣ規制がＲＢＯＣ投資に前向きの影響を与えたことを浮き彫りにしている。2002 年のＲＢ

ＯＣ投資レベルは、歴史的な回帰となった。 

      

出典：JP Morgan （注: 本データはワイヤレス施設の投資を含む） 

ＲＢＯＣの設備投資 

 

図１－５－６ 

10 億ドル 
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５－２－９. ケーブル産業の設備投資 

図１－５－７は、1996 年以降のケーブル産業による設備投資を示している。ケーブル事業者は、

通信法制定以降、ネットワークに 810 億ドルの投資を行った。ＣＬＥＣｓ、ＲＢＯＣｓと同様に、

ケーブル事業者による投資は、通信法制定後に著しく増加した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 

（注: 本データには、ケーブル事業者によるビデオ、データ、音声設備の投資を含む） 

 

５－２－10． 売上の割合としての設備投資 

図１－５－８は、売上高のパーセンテージによる通信産業の設備投資を示している。2002 年、

追加投資の削減と債務負担削減のニーズにより、ＣＬＥＣs は、前年よりも設備に対する売上の再

投資を減少した。ＣＬＥＣsは、今日、既存ネットワーク施設利用の最大化に向けて全力をあげている。 

 

図１－５－８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: ＡＬＴＳ および New Paradigm Resources Group, Inc.  

売上の割合としての設備投資
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５－２－11． ＣＬＥＣ従業員 

図１－５－９は、ＣＬＥＣセクターにより提供された雇用人数を示している。統合、倒産により、

2001 年にはほぼ３万人が削減されたが、2002 年には大幅な削減はみられず（10 パーセント）、市

場の安定化が見られた。  

 

     

出典: ＡＬＴＳ and New Paradigm Resources Group, Inc. 

（注: 従業員総数は AT&T と WorldCom を除外している） 

 

５－２－12． ＲＢＯＣ従業員  

 図１－５－10 は、ＲＢＯＣｓ従業員総数を示す。2002 年、ＣＬＥＣsと同様に、ＲＢＯＣｓは、

通信市場の一般的な不況に対応し、８パーセント近くの雇用削減を行った。 それにもかかわらず、

今日、ＲＢＯＣsの従業員数は、1996 年当時の２倍を超えている。 

 

図１－５－10 
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出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 
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５－２－13． ＣＬＥＣ 音声交換: 設置済み ＆ 設置予定 

図表１－５－11 は、ＣＬＥＣｓにより設置済みおよび設置予定の音声交換装置数を示す。ネッ

トワークの最も基本的レベルは通信信号の伝送に適したパスを選択する機器、すなわち交換装置で

ある。市場の低迷により、ＣＬＥＣｓは交換装置の予定設置数を大幅に削減した。 

図１－５－11 

CLEC音声交換装置：設置済み＆設置予定
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出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 

 

５－２－14． ＣＬＥＣデータ交換装置：設置済み ＆ 設置予定 

図表１－５－12 は、ＣＬＥＣsが設置済みおよび設置予定のデータ交換装置の数を示す。ブロー

ドバンド接続需要の急増により、ＣＬＥＣｓは、1999 年と 2000 年に急激にデータ交換装置を設置

した。しかし、その成長は 2001 年と 2002 年の両年に多数のＣＬＥＣｓの倒産と規模縮小計画によ

り落ち込んだ。 

図１－５－12 
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出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 
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５－３． インターネット：ブロードバンド＆ＤＳＬ  

 

５－３－１． ブロードバンド利用率（ホーム・パス）：ＤＳＬ＆ケーブル・モデム  

図表１－５－13 は、ブロードバンド設備がパスする家庭の割合から、米国世帯のブロードバン

ド・サービス利用可能性を示す。1996 年、ブロードバンド・サービスに接続している消費者の５

パーセントのみだったことを考慮すると、ブロードバンド利用可能率の増加は著しい成功である。

2002 年現在、米国家庭の 83 パーセントがブロードバンド・サービス加入が可能で、事業者が新しい

ブロードバンド設備を展開するに従い、その加入可能性は引き続き拡大する。いまだに接続していない地方

の消費者のブロードバンド利用を改善するには、さらなる建設が必要である。しかし、ブロードバンド利用

の可能性が拡大していることは、1996年通信法の成功を証明している。 

 

図１－５－13 
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出典: New Paradigm Resources Group, Inc.  

 

５－３－２． ブロードバンド市場（住宅＆法人） 

図表１－５－14 は、ＤＳＬとケーブル・モデムのサービス別にブロードバンド加入者数を示す。

両サービスは、引き続き勢いを増して顧客を獲得している。2000 年以降、ケーブル・モデム・サ

ービスは、全ブロードバンド加入者の 60～62 パーセントの間を推移していた。このケーブル事業

者の優位には少なくとも２つの理由がある。第一は、ケーブルは電話会社より早く市場に参入して

いたので、“先行者の優位”を得ていた。第二に、ＵＳＢウォーバーグ社によれば、ＲＢＯＣｓで

フットプリント（直接受信可能区域）は加入者の 65～72 パーセントであるが、大手ケーブル事業

者のそれは加入者の 75－95 パーセントに達する。  
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図１－５－14 
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出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 

 

５－３－３． 家庭ブロードバンド市場 

 図１－５－15 は、ＤＳＬとケーブル・モデム、各サービス別のブロードバンドの家庭市場の加

入者内訳を示す。ＤＳＬ サービスは、2002 年における家庭ブロードバンド市場の 32 パーセント

を占めしていた。１年ごとのケーブル・モデム加入者総数を示す図１－５－４と比べると、図１－

５－１５ではケーブル・モデムユーザーの全員が実際は家庭市場であることが浮かび上がる。（Ｄ

ＳＬプロバイダーは家庭と小企業ユーザーにサービスを提供している。） 

       

     図１－５－15 
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出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 
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５－３－４． ＤＳＬ占有率: ＩＸＣs, ＣＬＥＣs, ＩＬＥＣs  

図表１－５－16 は、長距離電話会社（第二次キャリア、inter-exchange carriers＝ＩＸＣｓ）、

ＣＬＥＣｓ、ＩＬＥＣs ／ＲＢＯＣs が保有するＤＳＬ回線の市場シェアを示している。ＩＬＥＣ

ｓは、主にデータＣＬＥＣs 主要数社の破綻により、2000 年から 2002 年にかけて市場占有率を 10

パーセント拡大した。2002 年、ＣＬＥＣ産業は引き続き低迷したにもかかわらず、ＣＬＥＣｓは

８パーセントの市場シェアを維持し、ＩＬＥＣｓに奪われたのは３パーセントにすぎなかった。 長

距離電話会社は、ＤＳＬ市場で主要企業となっていない。  

 

図１－５－16 
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出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 

 

５－３－５． ＤＳＬ顧客内訳：住宅ｖｓ法人ユーザー 

図１－５－17 は、顧客市場におけるＤＳＬ回線の内訳を示している。2002 年末現在で、ＤＳＬ

回線の 72 パーセントが家庭であるのに対して、28 パーセントが法人による加入だった。ＣＬＥＣ

s では家庭向けの回線が 42 パーセント、法人回線が 58 パーセントと、回線バランスがよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典: New Paradigm Resources Group, Inc. 

図１－５－17 

ＤＳＬ顧客内訳：家庭ｖｓ法人ユーザー
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５－４． 企業と財務情報 

 

５－４－１． 時価総額  

図１－５－18 は、ＲＢＯＣｓ３社の時価総額（クエスト社のデータは公開されていないため、

換算値を使用）と全ＣＬＥＣ産業の比較を示している。これら数値は、発行済み株式に年末の株価

を乗数として導き出している。図は、ＲＢＯＣの株価が 1998 年～2000 年の期間に劇的に上昇し、

それ以降下落したことを浮き彫りにしている。それにもかかわらず、ＲＢＯＣ３社は、通信法が制

定された 1996 年よりも今日の方が時価総額が高い。ＣＬＥＣｓ市場の時価総額は同じ軌跡を示し、

1998 年－2000 年の期間に上昇し、2002 年末現在は 1996 年レベルに下落している。（1996 年当時

の時価総額はほぼゼロだった。）そのピーク時にあってすら、ＣＬＥＣ産業全体の時価総額が、Ｒ

ＢＯＣ３社のうちのどの１社にも達しなかったことは特筆に値する。 

 

図１－５－18 
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出典: ＡＬＴＳ および Bernstein Investment Research and Management. 

 

５－５． 主要上場ＣＬＥＣｓの財務データ  

図１－５－19、１－５－20 は、過去数年間にわたるＣＬＥＣｓの状況と、確たる地盤を築くま

でに乗り越えるべき障害を示している。図は、2002 年通年のデータを使用し、さらに３社をリス
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トに加え、合計で 21 社としている。  

 

（１）2002 年売上は、相対的に横ばい状態にとどまった。これら上場企業 21 社の総売上は、わず

かながら落ち込んだが、その総計の数値は、電話帳出版の McLeodＵＳＡ社の売上とＩＬＥＣ事業

により多少の歪みが見られる。そのため、2002 年の売上からおよそ８億ドルが差し引かれている。

調査対象となったＣＬＥＣｓの半数（11 社）は 2002 年に売上が増加した。連邦破産法第 11 章の

さまざまな過程にある９社を除くと、それら 11 社の 2002 年売上は、2001 年とほぼ同額にとどま

った。 

 

（２）ＣＬＥＣ財務状況の最も劇的な変化は、EBITDA の数値に表れている (EBITDA は、Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization、金利・税金・償却前利益を意味する) 。

2001 年に、６社のみがＥＢＩＴＤＡ黒字を達成し、2002 年には 13 社が黒字となった。上場ＣＥＬ

Ｃのほぼ全社（21社のうち 18 社）が 2001 年から 2002 年にかけてＥＢＩＴＤＡの状況を改善した。

その結果、これらのＣＬＥＣｓは、初めておよそ 29 万ドルの累積黒字ＥＢＩＴＤＡを達成した。

これは、2002 年の 21 億ドルのＥＢＩＴＤＡ損失、2001 年の 11 億ドルのＥＢＩＴＤＡ損失からの

劇的な転換である。破産の手続きを行った、または倒産した９社の業績を除外したとしても、残る

12 社で２億 7,000 万ドルというＥＢＩＴＤＡ利益を達成した。  

 

（３） 純利益/純損失の状況は、最も理解しにくい。４社のみが 2002 年に純利益を達成し、その

うちの２社（ＩＣＧとＭｃＬｅｏｄ）は破産処理過程で大幅な負債削減を経て著しい利益を達成し

た。11 社が純利益/純損失状況を改善したが、８社の状況は悪化した。累積純利益/純損失の状況

は、大幅な改善を示している（2001 年の 85 億ドルの損失に比べて 2002 年には 15 億ドルの損失）

が、その数字はＩＣＧとＭｃＬｅｏｄによる歪みがある。 

 

要約すると、ＣＬＥＣｓの財務状況は、いまだかなり希薄とはいえ、全体として安定してきた。

ＣＬＥＣｓは、経費を削減、業務の合理化、コア・ストレングスに集中することにより、各社の既

存ネットワークによる売上の最大化が可能となっている。 

多数の企業が収益性の高い顧客のみをターゲットとし、支出を考慮せずに利益追求するアプロー

チから転換した。それにもかかわらず、市場の変動、規制の裁定、健全な国家経済全体に対してき

わめて脆弱である。 

利益を達成している企業の割合が低くとも、産業は、さらなる規制または政治的荒れ模様に十分

に持ちこたえる強い根をおろす必要がある。 
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図１－５－19 
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図 1-５－20 

上場ＣＬＥＣｓ－純利益/純損失
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出典: ＡＬＴＳ. 
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６． インターネット関連ビジネスの動向 

 

６－１． 米国のブロードバンド市場の広がり 

米国で言う「ブロードバンド」の感覚は、日本の場合と異なる。日本でブロードバンドという

と、「最低でも１Ｍ以上ないと」というのが一般的な感覚であるが、米国では、「高速回線」や「高

度サービス回線」という定義が公式に使用される。 

 米国のブロードバンド市場の広がりはケーブルテレビによるところが大きい。次に対抗するの

がベル系の地域電話会社である。時代の流れということもあって、米国においても、インターネ

ット人口は、さらに増えつづけている。 

 ＦＣＣは 2003 年６月末に、アメリカ合衆国内の高速インターネット接続展開に関する最新

データの簡易統計を発表した。ＦＣＣによる地域競争およびブロードバンド・データ収集制度

（ＦＣＣ書式 477 号）に従い、施設ベース・サービス・プロバイダーは、1年に２回、サービ

スを提供している高速接続数のデータを提出することになっている。 

ＦＣＣは、1996 年通信法により競争の奨励、規制緩和の条項を監視、さらに実現努力を支援す

るべく地域競争およびブロードバンド・データ収集制度を導入した。ＦＣＣは、データを使用し、

高度通信能力の普及を測定している。 

報告の際には、「高速回線」は、少なくとも 1 方向で 1 秒につき 200ｋbps を超える速度でサー

ビスを提供する回線として定義されている。これに対して、「高度サービス回線」は、双方向で

200kbps を超える速度によるサービスを提供する回線として定義される。国内レベルのデータ報告

は、米国内で少なくとも 250 件の高速接続サービスを行うプロバイダーを対象に義務付けられてい

る。２００３年６月末発表の統計は、2003 年３月１日に適格のプロバイダーによるＦＣＣ書式 477

号申請文書を要約し、2002 年 12 月 31 日現在のデータを反映している。 

 

６－１－１. 高速回線 

家庭および法人とインターネットを接続する高速回線は、2002 年下期に 1,620 万回線から 1,990

万回線へと 23 パーセント増加した。2002 年上期には、1,280 万回線から 1,620 万回線へ 27 パーセ

ントの増加だった。2002 年通年で、高速回線は 55 パーセント増加した。 

高速回線サービスの 1,990 万回線のうち、1,740 万回線が家庭および小企業の加入者によるもの

だった。これを６ヶ月前の家庭および小企業による回線数 1,400 万高速回線と比較すると、24 パ

ーセント増である。通年では、家庭および小企業加入者による高速回線は 58 パーセント増となっ

た。 
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６－１－２. 高度サービス回線 

1,990 万高速回線のうち、1,300 万回線は高度サービス、すなわち双方向で 200kbps を超える速

度のサービスを提供していた。高度サービス回線は、2002 年後期に、1,040 万回線から 1,300 万回

線へと 24 パーセント増加した。通年では、すべての技術による高度サービス回線は、75 パーセン

ト増加した。 

1,300 万高速回線のうち、およそ 1,080 万回線は、家庭および小企業加入者が利用していた。  

 

６－１－３. 技術別動向タイプによるデータ 

サービスを提供している高速ＡＤＳＬ（high-speed asymmetric digital subscriber lines ） は、

2002 年後期に、510 万回線から 650 回線へと 27 パーセント増加した。これに対して、2002 年上期

の６ヶ月間には、390 万回線から 510 万回線と 29 パーセント増だった。通年では、高速ＡＤＳＬ は

64 パーセント増加した。 

同軸ケーブル・システム（ケーブル・モデム・サービス）による高速サービスは、2002 年後期

６ヶ月間に920万回線から1,140万回線に24パーセント増加した。これに対して2002年前期では、

710 万回線から 920 回戦へと 30 パーセント増加した。通年では、高速ケーブル・モデム接続は 61

パーセント増となった。 

ＡＤＳＬ回線は、2002 年下期６ヶ月間に 52 パーセント増加した。これに対してケーブル・モデ

ム・サービスは 22 パーセント増だった。2002 年前期６ヶ月間に、ケーブル・モデム増加率（55 パ

ーセント）は、ＡＤＳＬの増加率（35 パーセント）を上回った。通年では、ＡＤＳＬ による高速

サービス回線（双方向で 200kbps を超える速度を提供するサービス回線）は、105 パーセント増で、

ケーブル・モデム接続は 90 パーセント増となった。 

 

６－２． 2003 年第３四半期にブロードバンドが最高の伸び 

ケーブル・データコム・ニューズ発行元、キネティック・ストラテジー社によると、2003 年９

月 30 日現在、米国とカナダにおける家庭向けケーブル・モデムおよびＤＳＬ加入世帯総数は、2600

万件を突破した。この一里塚に到達したのは、北米のＭＳＯとテレコス（電話会社）が、第３四半

期に記録的な 210 万件のブロードバンド加入世帯を獲得したことによる。この総計の 61％がケー

ブルであり、130 万件の正味増加数であった。しかし、これはケーブルの前年度同時期のシェア 67%

に比べて減少している。しかし、ＭＳＯは、2002 年の第４四半期以来２回目の週間平均ケーブル・

モデム加入者獲得数 10 万件を突破した。 

ＤＳＬプロバイダにとっても最高の四半期となり、846,000 件の家庭向けブロードバンド顧客を

獲得した。これは週当たり平均 65,000 件の増加となる。特に米国においては、第３四半期のＤＳ

Ｌ加入者増加数は、第２四半期に比べて 32.7％も急増した。米国における家庭向けブロードバン

ド総普及率はカナダにおける 35％に比べて 20％上回った。 
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個々のＭＳＯの業績を見てみると、コックス・コミュニケーションズは第３四半期に記録的な

16 万 9,290 件のケーブル・モデム・ユーザーを獲得して、前年同時期比 7.6%増加となり、９月 30

日現在、その合計が１億 8,400 万件となった。コムキャストも第３四半期に 47 万 2,700 件の新規

高速インターネット顧客を獲得して、年間ベースの数値を改善し、その合計が 480 万件に拡大した。  

タイム・ワーナー・ケーブルのブロードバンド・インターネット顧客の追加獲得数は第３四半期

に 19 万件と悪化し、前年同期比で 19.8％に下落した。良かったのは、タイム・ワーナーの第３四

半期の合計が、悪かった第２四半期の業績から 11.7％上回ったことである。９月 30 日現在、タイ

ム・ワーナーは 340 万 6,000 件のケーブル・モデム・ユーザー数を抱えていて、これは普及家庭の

16.5％になる。 

チャーター・コミュニケーションズは 2003 年度最高の四半期を達成した。14 万 700 件のケーブ

ル・モデム・ユーザーを獲得して、その合計を 1,480,000 件まで拡大した。ケーブルビジョン・シ

ステムズ社では、第３四半期の追加は第２四半期より 6.6％減少して、９月 30 日現在の合計が

984,835 件となった。アデルフィア・コミュニケーションズ社の高速データ・ビジネスは、同社が

９月だけで 37,369 件のケーブル・モデム加入世帯を獲得して第３四半期を 876,991 件で終了した

ので、やっと再び軌道に乗ったように見える。ケーブルワンは初めてその加入者数を公開したが、

第３四半期に 12,461 件のケーブル・モデム加入者を獲得して、その合計を 121,461 に押し上げた。 

カナダ最大のＭＳＯ、ロジャーズ・ケーブルは第３四半期に好成績を達成し、そのケーブル・モ

デム加入者獲得数が第２四半期に比べて 48.6％も超える 39,100 件に跳ね上がった。ロジャーズは

９月 30 日現在、755,100 件のケーブル・モデム加入者を数える。 

ＤＳＬを見てみると、ＳＢＣが第３四半期に記録的な 365,000 件のＤＳＬ加入者を獲得して、第

２四半期に比べて 20％増加し、９月 30 日現在、その合計数を 310 万とした。これで、タイム・ワ

ーナーを超えて北米における二番目に大きなブロードバンド・プロバイダーとなることができた。

ベルサウスでは、第３四半期のＤＳＬ追加数は第２四半期に比べて 7.8%増加の 111,000 件となり、

９月 30 日現在の合計が 130 万を超えるまでに拡大した。ヴライゾン・コミュニケーションズも

185,000 件のＤＳＬ追加を獲得して記録的な四半期となり、１年前の同期間比 19.3%増えて、その

合計を210万件とした。スプリントは第３四半期に41,000件のＤＳＬ加入者獲得を報告しており、

一方、コヴァッドは 38,000 件の増加を数え、合計 491,000 件で第３四半期を終了した。 

米国では、ケーブルと電話会社の競争がますます激しくなっており、ケーブル側は、ＩＰ電話を

組み込んだ、「トリプルプレイ」のサービス展開で、牙城の固守に徹している。 
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表１－６－１ 

ＭＳＯのケーブル・モデム加入者ランキング 

                 2003 年第３四半期 

 

 出典：キネティック・ストラテジー社 

 

 

 

 

 

ＭＳＯ 
ケーブル・モデム 

加入世帯数 

コムキャスト 4,861,000

タイム・ワーナー・ケーブル 3,046,000

コックス 1,844,125

チャーター 1,489,700

ケーブルビジョン 984,835

アデルフィア 876,991

ブライト・ハウス 600,000

メディアコム 261,000

インサイト 208,500

ＲＣＮ 187,431

ケーブルワン 121,461

その他 200,000

米国合計 14,681,043

ショウ 909,000

ロジャーズ 755,100

ビデオトロン 379,000

コゲコ 210,000

その他 120,000

カナダ合計 2,373,100

 

北米合計 17,054,143
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６－３． ケーブル・オペレータがＶｏＩＰサービスを展開 

高速データ配信は、多くのＭＳＯにとっては加入者を囲い込んでおくに十分なサービスではなく

なっている。2003 年第３四半期現在、1，700 万を超える北米の家庭にあるケーブル・モデムと四

半期ごとに約 100 万のベースでまだまだ増加しつつある状況で、多くのＭＳＯが自前の太いブロー

ドバンド・パイプラインで次世代ＩＰベースのサービス開発を積極的に展開しつつある。 

 2003 年 12 月にアナハイムで開かれたウェスタン・ショーのセッションでは、複数のＭＳＯのパ

ネリストが、次に来る重要なケーブルＩＰサービスはＶｏＩＰである、と明言している。ケーブル・

オペレータはもちろんこのことをこの数年間言い続けてきている。 

 大手ケーブル・オペレータ３社（タイム・ワーナー・ケーブル、ケーブルビジョン・システムズ

及びコックス・コミュニケーションズ）が、それぞれの市場でＶｏＩＰサービスに着手している。

最大のＭＳＯコムキャスト社も主要なフィールドで試験を開始し、2004 年度に複数の商用展開を

計画している。そして、他のＭＳＯも 2004 年中にはこれに続くものと考えられる。 

ＭＳＯは、従来の交換方式電話サービスが加入者当たり 750 ドル以上要するのに比べて、加入者

当たり 200 ドルから 400 ドル、多分それ以下の設備費用でＶｏＩＰサービスを提供可能である。Ｉ

Ｐ電話に関する主要な技術的障害が克服されてきていることも、ＭＳＯを積極的にさせている。イ

ンフラやケーブルモデムの次の商品としての価値もあることから技術ベンダーもケーブル・オペレ

ータがＶｏＩＰ分野に積極的に移行することを勧めている。 

ＩＰ電話に関しては、日本が先行したが、日本のケーブル業界での積極的な取り組みにも関わら

ず、それほどの普及を見せていない。米国のケーブル市場で醸成された機器が日本に再上陸すると

いう展開を見せる可能性が出てきた。 

 

６－４． オンライン・ショッピング 

米国でのインターネット利用人口の増加をベースに、着実に売上を伸ばしているのが「オンライ

ン・ショッピング」である。もちろん全ての商品をインターネットのオンラインで購入する消費者

はいない。自ら足を運んで店頭で購入することももちろん多い。しかし、様々な商品を購入する際

のひとつの選択肢として、インターネットを利用する消費者は毎年確実に増えている。米国では、

クリスマスから新年にかけてのホリデイ・シーズンをその目安として、毎年統計を取っている。2003

年のホリデイ・シーズンには 185 億ドルの消費があった。 

ゴールドマン・サックス、ハリス・インタラクティブ、ニールセン・ネットレイティングスによ

る e消費レポート（eSpending Report）によれば、2003 年ホリデイ・シーズン期間のオンライン・

ホリデイ・ショッピングは、旅行関連を除き 185 億ドルのオンライン消費記録となった。これは、

2002 年の 137 億ドルから 35 パーセント増である。 

e 消費レポートによれば、製品カテゴリーとしてアパレル、玩具/ビデオゲーム（ハード、ソフ

ト）、家電、パソコン・ハードウェア＆周辺機器、ビデオ/ＤＶＤが今シーズン最も売上が高かっ
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た。今シーズン、オンライン・ショッパーは、アパレルに 2002 年の 40 パーセント増の 38 億ドル

を消費した。玩具とビデオゲーム（ハード、ソフト）は 22 億ドルで、前年から 33 パーセント増だ

った。 

家電は、今シーズン人気が高く、インターネット・ショッパーは 20 億ドルを消費し、前年比で

２パーセント増だった。パソコン・ハードウェア/周辺機器のカテゴリーもオンライン・ショッパ

ーの関心が高く、2003 年の総売上は 17 億ドルだった。ビデオ/ＤＶＤは好調のシーズンで 16 億ド

ル、46 パーセント増となった。 

 

表１－６－２    人気のオンライン・ショッピング・カテゴリー 

2003 年 12 月 26 日までの総売上ランキング 

カテゴリー 
2003 年ホリデイ・オンライン売上予

測 単位は 100 万ドル 
対前年比―成長率 

アパレル/衣料品 $3,738 40% 

玩具/ビデオゲーム $2,197 33% 

家電 $2,044 2% 

パソコン・ハードウェア/

周辺機器 
$1,650 ----注１ 

ビデオ/ＤＶＤ $1,619 46% 

出典: ゴールドマン・サックス、ハリス・インタラクティブ、ニールセン・ネットレイティングスによる e 消費レ

ポート、2003 年 12 月 回答者総数= 9,517 オンライン・ユーザー 

注１）2002 年のサンプル規模が小さいため、対前年成長率の比較が不可能 

 

ニールセン・ネットレイティングス社によれば、「2003 年はオンライン小売業者がすばらしい

シーズンを享受した。これは、３シーズン連続の記録的成長であり、小売業者が顧客に効果的に働

きかけるさまざまなチャンネルをうまく統合し、オンライン・チャンネルを通して顧客に上手に訴

えかけたことを示している」という。 

最終の週間 e消費レポートでは、ショッパーが以前に比べてオンライン・ショッピングの満足度

が高かったことを示していた（表１－６－３を参照）。2003 年ショッピング・シーズンに、オン

ライン・ショッパーの 63 パーセントがオンライン・ショッピング全体に満足していた。これは 2002

年から 5 ポイントの上昇である。７パーセントは不満足だったが、2002 年から１ポイントの減少

だった。ショッパーは、オンラインで注文する際に重大な問題がほとんどなく（表１－６－４を参

照）、本シーズンのショッピング予算総額以上を消費していた（表１－６－５を参照）ことが明ら

かとなった。 
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表１－６－３      総合的オンライン顧客満足度 

満足レベル 2003 2002 2002 年-2003 年の変化率  

満足だった 63.1% 59% +4.1 

不満足だった 7.4% 8% -0.6 

出典: ゴールドマン・サックス、ハリス・インタラクティブ、ニールセン//ネットレイティングスによる e 消費レポート、 

2003 年 12 月  

以下の質問に対する回答である: 「ホリデイ・ショッピング・シーズン全体に関して、現在までの全体的なショッピング満足

度を評価してください」回答者総数: 2002 年－ 9,008 人、 2003 年－ 9,517 人 

 

表１－６－４     ショッパーによる重大な問題 

報告された重大な問題 報告した回答者の割合 

注文が期限内に届けられなかった 2.4% 

誤ったまたは壊れた製品が届けられた 1.2% 

重大な問題を経験したオンライン・ショッパー総数

の割合 
3.6% 

出典: ゴールドマン・サックス、ハリス・インタラクティブ、ニールセン//ネットレイティングスによる e 消費レポート、 

2003 年 12 月 

以下の質問に対する回答である: 「先週、オンライン・ショッピングで次の問題を経験しましたか?」回答者総数:  

2003 年－ 9,517 人 

 

 

表１－６－５        オンライン顧客消費の対前年比 

 2003 2002 2002 年- 2003 年の変化率  

ホリデイ・オンライン消費予算の割合 19.7% 16.3% +3.4 

出典: ゴールドマン・サックス、ハリス・インタラクティブ、ニールセン//ネットレイティングスによる e 消費レポート、 

2003 年 12 月  

以下の質問に対する回答である: 「2002 年/2003 年のホリデイ・ショッピング・シーズン全体に関して、ホリデイ・ギフト予算

のどのくらいの割合を小売店、カタログ、オンラインで購入の予定ですか?」 

回答者総数: 2002 年‐ 9,008 人、 2003 年‐ 9,517 人 

 

ハリス・インタラクティブ社によれば、「インターネットでホリデイ・ショッピングをする人々

が増えるに従い、オンライン・ショッピングが積極的な体験であると理解し始めた。2003 年ホリ

デイ・シーズンに、オンライン小売業者は、顧客期待を充たすため進化した。それが満足レベルの

高さ、少ない重大な問題の報告数、総ホリデイ消費にしめるオンライン消費の割合の増加に反映し

た」と指摘している。 
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ゴールドマン・サックス、ハリス・インタラクティブ、ニールセン・ネットレイティングスによ

る e消費レポートは、ハリス・インタラクティブのオンライン調査パネル回答者から無作為に抽出

した 800 人から 1,700 人を対象とする週間全米調査を基にしている。ホリデイ・シーズン要約デー

タは、2003 年 11 月、12 月の 9,500 を超す回答がベースである。e消費レポートは、マーケット・

セグメントによるオンライン・ショッピングおよび消費に関する週間情報を提供し、オンライン・

ショッピングを推進する消費者の態度、動機を追跡調査するものである。 

また、全米小売業連盟（National Retail Federation=NRF）は、「2003 年オンライン・ホリデ

イ・シーズンは、消費者がオンライン・ショッピング体験に満足し、小売産業とって成長の贈り物

を得たシーズンだった」と発表している。Shop.org/BizRateによる2003年eホリデイ動向調査（2003 

eHoliday Mood study）のハイライトは以下の通りである。 

 

 売上成長率は好調：小売業者の半数以上(59%)が 2003 年オンライン・ホリデイ・シーズンに

25 パーセント以上の売上成長を記録した。およそ３分の１ (30%)が 50 パーセント以上の売上

増を記録した。 

 顧客満足が上昇：オンライン・ショッピングは、2003 年 e ホリデイの期間に消費者の積極的

なショッピング成果を得た。ショッパーの 89 パーセントが自分のオンライン購入経験にどち

らかと言えば満足または非常に満足していた。これに対して昨年は 84 パーセントだった。 

 オンライン販促のキングは送料無料：条件付送料無料を販促成功の第 1要因とする小売業者は

59 パーセント、第２位がオンラインのみによる販売(27%)、第３位が条件なしの送料無料(24%)

だった。 

 スパムの不安にもかかわらず、小売業者は引き続き電子メールで成功している：電子メールは、

ショッパーの前面で販売促進を行う小売業者の客寄せ担当者であった。86 パーセントが自社

の電子メール販促を最大成功販促媒体のひとつしていた。ショッパーは、明らかに小売業者の

メッセージを読んでいる。業者の 38 パーセントは、自社の電子メール開封率が昨年よりもい

くぶんか増えたと述べている。 

 検索エンジンと提携マーケティングが小売業者の顧客開拓に役立つ：eホリデイ動向調査の全

４フェーズで、検索エンジン・マーケティングと提携マーケティングが、小売業者による成功

販促媒体の第２位と３位となった。同調査によれば、全ホリデイ・シーズンの期間に、小売業

者の 58 パーセントが検索エンジン・マーケティングを最大成功販促媒体とみなしていた。 提

携マーケティングは、業者の 50 パーセントが最大成功媒体としていた。 

 

Shop.org の幹部は、「オンライン小売業では、今回のホリデイ・シーズン成功のベースが好調

の弾みとなるものと見ている。オンライン小売業者は、全体的な経営管理を統合し、販促と商品努

力をさらに洗練させている。これは、業者とその顧客にとって利益となる」と述べている。 
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BizRate.com 社の幹部は、「2003 年ホリデイ・シーズンは、昨年に引き続き成功のシーズンとな

った。オンライン小売業者は、顧客が共感を抱く販促メッセージを創り出した。顧客は、小売業者

のウェブサイトに接続し、自分たちに提供された多彩な商品を購入した」と指摘している. 

〔調査について〕 Shop.org/BizRate.com による 2003 年 e ホリデイ動向調査は、冬のホリデイ・

シーズンの期間に消費者行動とオンライン小売業者の成功の測定を目的に設計された。5,163 人の

オンライン購入者（過去 12 ヶ月間にオンラインで買い物をした人物として定義される）と 80 社を

超すShop.orgの会員企業であるオンライン小売業者による調査は12月29日―30日に実施された。 

 

６－５． ビデオ・ストリーミング 

ビデオ・ストリーミングの成功要因は、何といっても「コンテンツ」である。このコンテンツを

持つハリウッドのメジャースタジオがどのような展開をするかによって、ストリーミング市場の動

向が大きく変わってくる。 

これまで見てきたように米国のブロードバンド市場は広がりを見せている。しかし、速度の問題

からいえば、映画をストリーミングで配信するだけの十分なインフラが整っているとは、いいがた

い。 

また、ハリウッドのコンテンツビジネスは、「ウインドウ・システム」が基本で、コンテンツを

「映画館」「ＤＶＤ（ビデオ）」「ケーブルや衛星」「地上波テレビジョン（４大ネットワーク）」

「地上波テレビジョン（シンジケーション）」の順に配給し、それぞれのステージで、最高の利益

を上げることが、目標になっている。 

現在、既存の「ビデオやＤＶＤのレンタル市場」の存在も大きく、その市場を捨てて、スト

リーミング市場へ移行することは、ビデオレンタルの大手チェーンとの関係もあり、なかなか

踏み切れないところである。業界関係者は、「（彼らは）儲かれば必ずやってくる」という。

まだ、儲かる市場にはなっていない、ということであろう。しかし、将来的には、必ずやって

くる市場として期待されている。 

 

米国の調査会社イン‐スタット/ＭＤＲ社(http://www.instat.com)の最新調査によれば、オンラ

イン・ビデオ・ストリーミング・サービスは、2003 年に９億 9、100 万ドルから、2007 年に 45 億

ドルを超えるまでに成長する見込みである。アジアでは2007年にほぼ12億ドルの最大市場となり、

ヨーロッパでも安定成長が起こる、と同社は予測している。 

 イン‐スタット/ＭＤＲ 社の報告書では、オンライン・ビデオ・ストリーミングの大躍進を可能

とする以下の３現象を確認している。  

 世界では多数のユーザーが高速で接続している。3,000 万を超える世帯がすでに高速インター

ネット接続となり、イン‐スタット/ＭＤＲ 社では 2007 年末までに１億 3,000 万世帯が高速

インターネットに接続するものと予測している。それらの人々は、高速で接続し、インターネ
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ット経由で家庭に届けられる高品質ストリーミング・ビデオ・コンテンツに慣れていくことに

なる。 

 人々はついに高価値コンテンツを有料で購買し始めている。最近のイラク戦争の期間に、リア

ルネットワークス・リアルワン・スーパーパス・サービスでは、購買が急増した。これは愛す

る家族が海外に派遣されているため、できる限り多くの情報を手に入れる必要があったためで

ある。高価値ストリーミング・ビデオは、さまざまなニュース・ソースから、購読ベース・サ

ービスを視聴者に提供していた。マイクロソフトのＭＳＮ、ＡＯＬ、Yahoo!は、今年後期に高

価値オンライン・ビデオ・ストリーミング・サービスを販売する予定である。 

 高速接続プロバイダーは、高価値サービスを創出するため、「コンテンツ」ソースと提携して

いる。それら高価値企業は、高速「パイプ」を提供し、新規顧客を引き付け、既存加入者間の

移動を減らすためにコンテンツ企業と緊密な作業を行い、ブランド・プレミアム・サービスを

提供している。イタリアのファーストウェッブ（FastWeb）、ＭＳＮ、 ＡＯＬ、Yahoo! Broadband、

などの企業は、ＤＳＬおよびケーブル・モデム・サービスと提携し、ブランド・ネーム・サー

ビスを提供している。イン‐スタット/ＭＤＲは、購入サービスのうち 4 カテゴリーが成功す

るものと予想している。  

 スポーツ関連サービスは、世界中でプレイオフ・イベントまで加入者を集める。ＦＩＦＡワー

ルド・カップ・サッカー関連サービスは 2006 年まで成長が見込まれる。 

 シネマナウ（CinemaNow）、ムビーリンク（Movielink）、ソープシティ（SoapCity™ ）映画な

どのテレビ関連サイトで、ハリウッド制作会社がオンライン事業の開発をすすめる。 

 大手ポータル・プロバイダーによる一般的なサイトは、トラフィック増のためスポーツ、映画

およびテレビ・サイトと提携し、市場のおいしい分け前にあずかろうとする。 

 バイブ・フォーン（Vibe Phone）、イントラテル（Intratel）、日本のヤフー！ブロードバン

ド（Yahoo! Broadband）、イタリアのファーストウェッブ（FastWeb）などのビデオ通信サー

ビスは新たなビデオ・オバーＩＰサービスを創出し、それらサービスは、今日のフォンエイジ

（VonAge）、ネットツウフォーン（Net2Phone）のようなビデオ・オバーＩＰ製品に引き継が

れる。 
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第２章 日本におけるコンテンツサービスの動向 

 

1. 調査の概要 

ブロードバンドネットワークインフラの整備が進む中、種々の新たなコンテンツやサービスの実

現・展開が具体的に展望できるようになってきた。インターネットユーザーも、その１／４以上が

ブロードバンドを利用するようになり、わが国も、ようやく世界最先端のＩＴ国家実現に向けての

体制が整いつつあると考えられる（図２－１－１～図２－１－４）。 

  
図２－１－１ 

図２－１－２ 

ブロードバンド利用人口の現状と予測
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す

る

時

間

　テレビ会議

　音声チャット 　テレビ映像

　ストリーミング映像 　ハイビジョン映像

　無線LAN(最大54Mbps)*2

　FTTH(最大100Mbps)*1

　ADSL(最大12Mbps)

　ケーブルインターネット(最大30Mbps)

1.5Mbps 12Mbps 30Mbps 54Mbps 100Mbps

1.5Mbps 12Mbps 30Mbps 54Mbps 100Mbps

ブロードバンドアクセス方法と利用可能なコンテンツ

ス

ム
ー

ズ

な

利

用

が

可

能

と

な

る

コ

ン

テ

ン

ツ

サ
ー

ビ

ス

の

例

*1　平成14年度末時点で、提供されているサービスの最大速度

*2　IEEE（米国電気電子技術者協会）における規格での最大速度

*3　音声・映像デジタル信号をそれぞれの圧縮技術により情報量を小さくして伝送した場合

（資料）総務省「平成15年版情報通信白書」
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図２－１－３ 
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図２－１－４ 

 

 

また、2003 年末からは、いよいよ地上波のデジタル放送が東京・大阪・名古屋の３大都市圏で開

始される予定となっており、その後の展開が注目される（図２－１－５、図２－１－６）。 

 

 

（資料）　大日本印刷
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　　　　　　　　　新規開拓の可能性高い領域
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図２－１－５ 

 

図２－１－６ 

CS放送：1996年6月からデジタル放送開始

　　　　　　▲2002年3月、東経110度CSデジタル放送開始

BS放送：2000年12月からデジタル放送開始

衛 星 放 送

ケ ーブル
テ レビ

地 上 テ レ ビ

地 上 音 声
（ ラジ オ ）

一部の地域において1998年7月からデジタル放送開始

2000年12月からBSデジタル放送の再送信開始

ほぼすべての

ケーブルテレビ

のデジタル化

　　▲

2001年9月、東京・大阪において

実用化試験局に係る免許付与

▲2003年春頃、東京、大阪地区で実用化試験放送を開始予定

2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 6 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年

3大広域圏

2003年度末までに

放送開始（親局）▲

その他地域

2006年度末までに

放送開始（親局）▲

アナログ

放送終了

放 送 の デジ タ ル 化 の ス ケ ジ ュ ール

（注）地上デジタル音声放送、実用化試験局による試験放送の実施結果、周波数事情等を総合的に勘案して実用化。

（資料）2002年度版情報通信白書

（出所）電気通信審議会答申「ケーブルテレビの高度化の方策及びこれに伴う今後のケーブルテレビのあるべき姿
          －平成22年のケーブルテレビ－」

映像・音声等をより忠実に再現
弱い電波でも良好に受信

効率的な信号圧縮による多チャン
ネル化を実現

放送に文字・静止画・動画を付加
して放送

コンピュータとの接続、双方向によ
る新しい情報回路

高画質化

多チャンネル化

●高画質、高音質
●ゴーストのないクリーンな映像

高機能化

マルチメディア化

●多チャンネル放送
●バラエティに富む編成
●複数番組を同時収録

●リアルタイムの番組ガイド
●いつでもニュース
●撮り損ないのない自動録画機能
●番組関連の豊富な情報

●双方向サービス
●インターネットやパソコンなど、
　　他のメディアとの結合

デジタル化によって実現される放送システム
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そこで、本調査では、ブロードバンドインフラの整備、デジタル放送の普及に伴う新たなビジネ

スを推進するための方策の検討に資することを目的に、わが国におけるブロードバンドインフラ

（第３世代移動通信を含む）、地上波デジタル放送に基づく新たなビジネス（サービス分野とする）

として、どのようなものが展開されているか、あるいは展開されつつあるのか、その動向を調査し

た。その際、 これまで国や地方自治体等によって実施されてきたブロードバンドインフラの

整備を前提とした全国各地の先進事業・実証実験のうち、特徴的な取り組みをいくつか取り上げ、

その現状についても調査を行った。 

 

２. デジタルコンテンツ市場の動向 

 

財団法人デジタルコンテンツ協会編「デジタルコンテンツ白書」によると、デジタルコンテンツ

市場は、表２－２－１に示すように毎年好調に推移しており、2002 年には対前年比８％増の２兆

573 億円に達した。内訳を見ると、パッケージ系音楽コンテンツ以外の全ての項目で前年比増を記

録しており、中でも映像系コンテンツの成長が著しい。 

表２－２－１ 

2000年～2003年のデジタルコンテンツ市場規模の推移 （単位：億円、％）

分野 分類 品目
2000年
推計

2001年
推計

2002年
推計

2003年
推計

01/00 02/01 03/02

パッケージ 13,670 13,878 14,562 16,011 101.5% 104.9% 110.0%

映像系コンテンツ 2,141 3,007 3,399 4,794 140.5% 113.0% 141.0%

セル 2,099 2,927 3,230 4,424 139.4% 110.4% 137.0%

レンタル 42 80 169 370 191.0% 211.3% 218.9%

音楽系コンテンツ 6,174 5,933 5,446 5,113 96.1% 91.8% 93.9%

セル 5,239 4,896 4,318 3,980 93.5% 88.2% 92.2%

レンタル 935 1,038 1,128 1,133 111.0% 108.7% 100.5%

ゲーム系コンテンツ 4,693 4,264 4,886 5,255 90.9% 114.6% 107.6%

家庭用ゲーム 4,130 3,685 4,229 4,538 89.2% 114.8% 107.3%

PCゲーム 563 579 657 717 102.8% 113.5% 109.1%

出版・情報系コンテンツ 662 674 831 849 101.8% 123.3% 102.2%

ナビゲーション 250 309 344 374 123.6% 111.3% 108.7%

リファレンス 180 152 190 213 84.4% 125.0% 112.1%

教育・教養娯楽 232 213 297 262 91.8% 139.4% 88.2%

ネットワーク 2,678 2,723 2,873 3,166 101.7% 105.5% 110.2%

映像系コンテンツ 0 0 19 112 - - 589.5%

音楽系コンテンツ 351 375 393 422 106.6% 105.0% 107.3%

コンシューマー向け音楽配信 4 5 11 27 121.8% 201.9% 260.3%

コンシューマー向けMIDI配信 10 11 14 15 111.0% 129.0% 110.0%

業務用通信カラオケ 338 359 369 380 106.3% 102.9% 102.8%

ゲーム系コンテンツ 9 14 60 225 160.9% 422.8% 375.0%

出版・情報系コンテンツ 2,318 2,334 2,401 2,407 100.7% 102.8% 100.2%

オンラインデータベース 2,245 2,250 2,268 2,233 100.2% 100.8% 98.5%

電子出版 2 4 5 6 160.3% 127.2% 130.0%

その他 70 81 129 167 115.6% 158.4% 130.0%

携帯電話向けコンテンツ 448 1,196 1,757 2,170 266.8% 146.9% 123.5%

映像系コンテンツ 65 171 220 260 262.9% 128.6% 118.6%

音楽系コンテンツ 134 503 852 1,085 374.3% 169.3% 127.3%

ソフトウェア系コンテンツ 26 107 242 329 412.2% 227.5% 135.7%

出版・情報系コンテンツ 223 415 443 496 186.3% 106.7% 111.9%

デジタル放送コンテンツ 1,071 1,236 1,381 1,437 115.5% 111.7% 104.0%

BSデジタル 1 31 63 102 5917.0% 201.2% 162.4%

CSデジタル 1,070 1,205 1,318 1,334 112.6% 109.4% 101.2%

17,866 19,034 20,573 22,783 106.5% 108.1% 110.7%デジタルコンテンツ市場　合計

（出典）デジタルコンテンツ白書2003
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以下、ここでは、ネットワークコンテンツ、携帯電話向けコンテンツ、デジタル放送コンテンツ

の市場動向について、その概況を順に見ていくこととする。 

 

２－１. ネットワークコンテンツ 

ネットワークコンテンツについては、特に動画配信やオンラインゲームの動向が注目される。動

画配信事業には、複数の大手企業が参入し、アニメーションを中心とする人気コンテンツが数多く

提供されるようになったことが奏効し、規模は小さいものの、飛躍的に市場を拡大させている。ま

た、テレビ会社もドラマやバラエティ番組の番組配信実験を開始しており、今後の展開が注目され

ている。 

オンラインゲームについては、2002 年に「ファイナルファンタジーＸＩ」が発売されたことが

市場を大きく飛躍させたといえる。ファイナルファンタジーＸＩの会員数は、2002 年末に早くも

20 万人を突破しており、既に採算ラインを確保したと見られている。2003 年についても、有力タ

イトルが続々と登場しており、市場のさらなる拡大が期待されている。 

その他にも、出版・情報系コンテンツのグラビア・写真集を中心とした有料サービスが人気を集

めるようになっている。 

 

２－２. 携帯電話向けコンテンツ 

携帯電話向けコンテンツの代表格は着信メロディであるが、本サービスは引き続き高水準で推移

すると予想されている。また、Java アプリケーションに対応した携帯電話の普及に合わせて 1970

～1980 年代に普及したゲームが多数登場し、市場を拡大している（ユーザー層もこれまでの中心

であった 10～20 代に加え、30 代にも広がっている）。さらに、ニュースや旅行、交通情報といっ

た出版・情報系コンテンツも引き続き好調に推移している。 

その他のコンテンツとして、今後は、第３世代携帯電話の登場による動画配信サービスに期待が

寄せられている。 

 

２－３. デジタル放送コンテンツ 

デジタル放送について、スカイパーフェクＴＶ！に関しては、ワールドカップの無料中継が奏効

し、新規加入者を大きく伸ばした。また、ＢＳデジタル放送も順調に市場を拡大しているが、110

度ＣＳ放送は加入者数が予想を大きく下回り、早くも撤退する委託放送事業者も現れている。 

2003 年についてもコンテンツ市場は好調に推移し、前年比 11％増の２兆 2,278 億円となること

が見込まれている。特に、ブロードバンドの急速な普及を背景に、ネットワーク系映像コンテンツ

が 100 億円超の規模になる等、ネットワーク系コンテンツ市場が本格的に開花すると予想されてい

る。また、携帯電話向けコンテンツも第３世代携帯電話が本格的に展開することから大きく発展す

ることが期待されている。 
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但し、デジタル放送コンテンツは前年比４％増に留まると見られており、いよいよこの 12 月か

ら開始される地上波デジタル放送の動向が注目される。 

次章から、各コンテンツサービスの具体的内容について順にまとめていくこととする。 

 

３．ブロードバンド関連ビジネスの動向 

 

デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツ白書 2003」によると、ブロードバンドコンテン

ツとは、「ＩＳＤＮ以上の高速インターネット環境でないと安定的に視聴できないコンテンツ、ま

たは、常時接続環境における長時間利用を前提とするコンテンツ」と定義されている。また、それ

らは、表２－３－１に示すように、映像コンテンツ、音楽コンテンツ、ゲーム系コンテンツ、出版

系コンテンツに分類されている。 

ここでは、表２－３－１に沿って、どのようなビジネス・サービスが展開されているのかを見て

いくこととする。 

 

表２－３－１ 

 

 

 

３－１. 映像系コンテンツ関連ビジネス動向 

ネットワーク系コンテンツの動向について、今日の展開が特に顕著なものを利用者の利用形態に

応じて分類すると、①番組視聴（利用者が見て楽しむコンテンツサービス）、②ｅ－ラーニング（利

用者が主体的に学ぶコンテンツサービス）、③テレビ会議（利用者がコミュニケーションを図るコ

ンテンツサービス）、④遠隔医療・健康管理・介護（利用者の健康を守るためのサービス）にまと

められる。 

 

 

種別 内容

①映像
A)映画、スポーツなどのエンターテイメント映像
B)会社紹介、商品紹介などの実用映像

②音楽
A)楽曲のデジタルファイル
B)オンラインカラオケ
C)ネットラジオ

③ゲーム
A)オンラインゲーム
B)ダウンロード用のPCゲーム

④出版
A)写真・壁紙などの静止画データ
B)電子書籍

ＢＢコンテンツの分類

（資料）デジタルコンテンツ白書2003
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３－１－１． 番組視聴 

番組視聴の分野では、様々な映像・動画のコンテンツホルダーが、自ら、または、プロバイダー

を通じての配信を開始するようになっている。そのうち、いくつかの代表例をあげると次のように

なる。 

 

ⅰ)ヤフーＢＢ 

ヤフーＢＢは、その無料キャンペーンが奏効し、今日では 300 万人以上と、最も多くの会員数を

集めるプロバイダーに成長した。特徴的なサービスとしては、ＡＤＳＬ回線を利用し、テレビに接

続したセットトップボックスを経由して放送番組を視聴することができるという「ＢＢケーブルＴ

Ｖ」サービスがあげられる。これは、加入者に対して、通信回線とテレビを使ってニュースや映画、

ドラマ等を多チャンネルで配信するというものである。さらに、ヤフーＢＢでは、これらの番組を

オンデマンドで配信するビデオオンデマンドサービスも実施しており、利用者は、自宅にいながら、

いつでも好きなときに好きな番組を購入して楽しむことができる。 

コンテンツについても充実化を図っており、例えば、日本アニメーションによる「世界名作劇場」

のアニメ作品等の有料配信サービスを行っている。配信作品は、「フランダースの犬」や「あらい

ぐまラスカル」、「赤毛のアン」等、世界名作劇場の全 23 作と「未来少年コナン」の計 24 作、約

1,000 話にも上っており、最大級のアニメ配信サイトとなっている（本サービスは 300 円／月の会

員料金と表２－３－２に示した利用料金が必要になる）。また、浜崎あゆみのシークレットライブ

も配信する等、話題作りにも努めている。 

 

表２－３－２ 

名作アニメクラブ概要 

 概    要 料  金 視聴期間

会費 世界名作劇場全 23 作品の第 1 話を

すべて視聴することが可能、他 

300 円／月 ― 

５話パック、６話パック 好きな作品を５話（または６話）単

位で視聴 

５話パック：500 円 

６話パック：600 円 

14 日間 

１作品見放題パック 一つの作品全話を視聴することが

可能 

40 話以上の作品：2,980

円 

40 話未満の作品：1,980

円 

30 日間 

全作品見放題パック 名作アニメクラブ全 23 作品（1,018

話）をすべて視聴することが可能 

9,800 円 30 日間 

（注）料金は税別。 

（資料）ヤフーテレビホームページ 
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ⅱ)ＮＴＴブロードバンドイニシアティブ 

ＮＴＴブロードバンドイニシアティブでは、「ＢＲＯＢＡ」を通じて、種々のブロードバンドサ

ービスを展開している。ＢＲＯＢＡの概要を表２－３－３に示す。 

さらに、ＢＲＯＢＡでは、2002 年末からハリウッド映画の配信サービスも開始している。本サ

ービスは、ワーナーブラザーズテレビジョンと提携して実現したものであり、１作品当たり 300 円

程度の価格で、かつ、比較的新しい作品も視聴できるようになっている。 

 

表２－３－３ 

ＢＲＯＢＡの概要 

  

 

ⅲ)ＮＴＴ東西 

ＮＴＴ東日本・西日本もコンテンツの拡充を図っている。最近では、「フレッツブロードバンド」

サービスの利用者に対してディズニー映像やゲームを提供する「ディズニーＢＢｏｎ」フレッツサ

ービスに加え、宝塚歌劇団に関するコンテンツ配信サービスを開始した。後者については、宝塚歌

BROBA
（http://www.broba.cc/home.html）

これまでの放送ジャンル
映画・ドラマ、音楽、アニメ、アイドル・グラビア、スポーツ、趣味・バラエティ、ビジネス・経済、
ラーニングの8種類。

番組数

1697件（2003年10月17日現在）
■映画・ドラマ：529件
■音楽：99件
■アニメ：347件
■アイドル・グラビア：124件
■スポーツ：181件
■趣味・バラエティ：160件
■ビジネス・経済：113件
■ラーニング：144件

料金体系

・会員向けに有料と無料、両方のコンテンツあり。
・有料の場合、300円から3,000円（パック料金）程度まで。
・月額1,000円で各ジャンルの番組をパックにしたプレミアムパックもあり。
・特殊な有料コンテンツとして競馬情報の提供コンテンツがあり、1ヶ月で3,000円程度から、1
年一括払いで20,000円程度まで

放送形態

・ストリーミング放送とダウンロードに対応。
・視聴できる期間は利用停止日設定型（特定の日付と時間が指定されている）、購入月限定、
購入月末、毎月自動継続課金の4種類。
・データ形式は映像・音声に加えて、画像、PDF、Webマガジンがあり。
・画像・PDFはアイドルなどの写真集などが主用途。
・ダウンロード形式はゲームが主用途。
・視聴にはWindowsMediaPlayerを使用する。

その他

・ページは①映像コミュニケーション、②コミュニティ、③コンテンツの3構成が基本。①はチャッ
トやメール、メッセンジャー、BBSなど。②は映像チャットや個人映像配信。③は最大6Mbpsの
映像配信。中心は③にある各種コンテンツ。
・利用の際は専用ウィンドウを利用する。ヘルプも詳細。利用環境も診断。
・ShowTimeやAIIがエンターテイメント色の強いコンテンツを中心に展開しているのに対し、ビ
ジネス・学習分野のコンテンツが充実している。代々木ゼミナール予備校の授業やコーチング
講座の配信などがそれに該当する。

（資料）ＢＲＯＢＡホームページ
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劇団の公演内容の抜粋やトップスターのインタビュー、練習風景等が配信されている。その他にも、

毎週土曜日に放映されていた「機動戦士ガンダムＳＥＥＤ」をフレッツ利用者専用サイト「フレッ

ツ・スクウェア」でブロードバンド配信を実施している。これは、番組放映中から実施されており、

その際は、放送翌日の日曜日から一週間、好きなときに無料で何度でも繰り返し見ることができる

というものであった。 

ＮＴＴ東西では、面白いコンテンツが利用促進を加速するとの観点から、人気の高いコンテンツ

事業者との連携強化をさらに図っていくこととしている。また、コンテンツ事業者にとっても、番

組配信が行われることで、関連商品等の販促効果も期待されることから、このような連携が加速し

ている。 

 

ⅳ)放送事業者 

テレビ番組の内容をインターネットで配信する動きも増えている。その取り組み例を示したもの

が表２－３－４である。 

 

表２－３－４ 

 

このうち、トレソーラは、東京放送、フジテレビジョン、全国朝日放送が、過去のテレビ番組を

オンデマンドで配信するための実験サービスを行うために設立した会社であり、2002 年９月～11

月にかけて番組配信実験を行っている。配信された番組コンテンツの例は表２－３－５の通りであ

る。 

サービス名等（会社名） 設立企業 サービス概要等

Cahce!@トレソーラ
（トレソーラ）

東京放送、フジテレビジョ
ン、全国朝日放送

平成14年9月～11月、テレビ番組のブロードバンド
有料配信イベント「Chance!@トレソーラ」を実施

SuperStreamTV
（B－BAT）

日本テレビ放送網、
NTT-ME、NTT東日本

ブロードバンド時代に対応したオープンで中立なコ
ンテンツ流通市場「B-BAT」の構想を推進
インターネットを通じたコンテンツ配信に必要なID
管理、電子透かし、不正利用検出等を行うコンテン
ツ保護・管理システムを完成

TXBB
（テレビ東京ブロードバンド）

テレビ東京、NTT東日
本、日本経済新聞社、
シャープ、NECインター
チャネル、コンテンツジャ
パン、QUICK

平成13年6月、法人向けに、テレビ東京で放送して
いる主要経済ニュース番組の情報をソースとした
動画ニュースサービスを配信
平成14年11月、コンシューマ向けに経済ニュース
分野のブロードバンドコンテンツ配信サービス「ブ
ロードバンドサテライト」の有料トライアルを実施

SKY PerfectBB
スカイパーフェクト・コミュ
ニケーションズ

平成14年2月、ブロードバンドコンテンツ配信サー
ビス「SKY PerfectBB（スカパー！BB）」の有料トラ
イアルサービス開始

WOWOW NEXT
ENTERTAINMENT GENETICS

WOWOW
平成13年12月から、コンシューマ向けにエンターテ
イメント分野のブロードバンドコンテンツサービスの
有料配信の実験を実施

放送事業者の主なコンテンツ配信

（資料）総務省「平成15年版情報通信白書」
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また、Ｂ－ＢＡＴは、「Super Stream ＴＶ」として、表３－６に示すような、日本テレビ等が

持つコンテンツを中心とした各種の映像配信サービスを行っている。なお、Ｂ－ＢＡＴは、日本テ

レビ放送網やＮＴＴ－ＭＥ等により設立された会社であり、ブロードバンドの美しく高品質で多彩

な映像を、好きな時に自由に楽しむことや、自分が製作した映像を自由に発信するといった展開を

実現することを目標としている。コンテンツ不正利用や著作権処理・管理等の課題を解決し、ブロ

ードバンドにふさわしい映像等のコンテンツを楽しめるようにするために、オープンで中立な仕組

み、正確・確実なコンテンツ保護・管理システムの提供、迅速・透明な収入分配システムの提供等

を基本としたコンテンツ流通市場を構築すべく事業を展開している（図２－３－１）。 

 

表２－３－５ 

トレソーラで配信された番組例 

ジャンル 番    組    名 

ドラマ 高校教師、ケイゾク、世にも奇妙な物語、NIGHT HEAD、トリック、お天気お姉さ

ん１・２  等 

バラエティ オレたちひょうきん族、どうぶつ奇想天外傑作選、なるほど！ザ・ワールド、夜の

ヒットスタジオ、欽ちゃんのどこまでやるの！、カノッサの屈辱、虎の門  等 

アニメ 科学忍者隊ガッチャマン、破邪巨星Ｇダンガイオー  等 

ドキュメンタリー・教養 世界最高のレストラン、君の手がささやいている～恋の手話レッスン～  等 

スポーツ 最強の格闘王決定戦！猪木軍 vs Ｋ－１最強軍、2002 鈴鹿８耐ドキュメント 等

映画 「ピンポン」スペシャル、高校教師  等 

アイドル・グラビア ミスマガジン 2001、全日本国民的美少女コンテスト  等 

情報 ブロードキャスター特集傑作選、秘湯ロマン、世界の車窓から  等 

プレミア 月光仮面１～５  等 
（資料）各種資料により作成 
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表２－３－６ 

Ｂ－ＢＡＴの概要 

  

 

 

 

 

B-BAT（Super Stream TV）
（http://www.b-bat.co.jp/index.html）

これまでの放送ジャンル
映画、音楽、ゲーム、アイドル、スポーツ、ビジネス、アニメ、天気予報などにより構成される。全
22チャンネル。

番組数

22件（1～22チャンネル）（2003年10月24日現在）
■ビジネス（1チャンネル）
■天気予報（2チャンネル）
■プロレス（3～5チャンネル）
■アニメ（6、9チャンネル）
■ゲーム（7チャンネル）
■競馬（8チャンネル）
■映画・ドキュメンタリー（10、11、13、14チャンネル）
■音楽（12チャンネル）
■アイドル（15～19チャンネル）
■地上波・WOWOW（20～22チャンネル）

料金体系
・有料コンテンツのみ（ただし期間限定の無料視聴チャンネルあり）。
・番組の視聴1回あたり200円程度から90日間で1,980円程度までの料金体系を採用している。

放送形態

・オンデマンド配信とライブ中継の2種類に対応。
・オンデマンド配信の場合には、番組購入後、一定の期間限定での視聴が可能。
・インターネットの回線速度に応じて、視聴の品質を選択できる（低速回線の場合には低品質の
動画、高速回線の場合には高品質の動画）。
・同一番組でも、低速回線用から高速回線用の視聴品質に切りかえる（もしくはその逆の）場合
には、再度番組視聴料を支払う必要がある。
・視聴にはWindowsMediaPlayerを使用する。

その他

・コンテンツ数については、1チャンネル内に複数のコンテンツタイトルがあることから、実際の
数字は22チャンネルよりも多い。
・プロレスやよみうりテレビ、日本テレビのアイドルプロジェクトなど、日本テレビ系列のコンテン
ツを多く取り入れているのが特徴的である（他社は映画や音楽などを充実）。
・番組は、一旦特定のプロバイダー内にある該当ページにジャンプし、そこで実際の視聴を行
う。よってSuper Stream TV自体はポータルサイト的位置付けとなる。
・コンテンツ毎に利用できるプロバイダーが異なるため、契約していないプロバイダーの提供す
るコンテンツは視聴できない。

(資料)Ｂ－ＢＡＴホームページ
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図２－３－１ 
Ｂ－ＢＡＴのビジネスモデル 

（資料）Ｂ－ＢＡＴホームページ 
 

上記の他にも、例えば、ＮＨＫでは、ホームページからテレビニュースの一部をそのままストリ

ーミングで放送するというように、各社とも自らのホームページで、テレビ番組の一部をストリー

ミングで配信するサービスを行っている。ラジオ局についても、例えば、文化放送では、ナイター

中継やニュース等の番組のいくつかをオンデマンドで配信するサービスが開始されている。 

 

ⅴ)その他のインターネット放送局 

インターネット専門の「放送局」として、過去に放映したテレビやビデオ化されていない作品、

独自の番組を配信するサービスも広がっている。代表的な放送局として、インプレスＴＶや

ShowTime、ＡＩＩがあげられる。これらの放送局で配信されている番組を表２－３－７～２－３－

９に示す。 

むろん、上記以外にも様々な番組配信事業は展開されている。例えば、東映アニメーションでは、

同社が保有する約 8,000 本のアニメーションの中から人気作品を選んで「東映アニメＢＢ」という

配信サービスを行っている。本サービスは、ＮＴＴ－Ｘが運営しているポータルサイト「ｇｏｏ」

上の決済サービスを利用しており、配信中の５つの作品を月額 1,000 円で視聴することができる。

また、ＪＡＬグループは、ＪＡＬ乗務員による旅の情報や日本全国・世界各地の観光情報、航空機

や業務に関する紹介を行う「ＪＡＬ－ＴＶ」を配信している。 
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表２－３－７ 

インプレスＴＶの概要 

  

 

 

 

 

インプレスTV
（http://impress.tv/）

実施サービスの概要
インターネットによる動画配信。通常のテレビと同様のライブ放送と、好きな時間に視聴できる
オンデマンド放送の2通りの視聴が可能。無料配信と有料配信があり、全てストリーミング放
送。視聴にはJAVAスクリプトによる独自のビューワーを用いる。

これまでの放送番組名
（ジャンル別）

■コンピュータ／モバイル■
スタパ斎藤のRevio教室、スタパ斎藤のGalileok道場、モーグeプログラミング、スパトロニクス
TV、動く！改造バカ一台、法林岳之のケータイならオレに聞け！、台湾電脳事情、GO!GO!モバ
イラー2、緊急コンピュータセキュリティ研究会
■エンターテイメント■
お笑い！Jumping Jack Flash!!、古館伊知郎トーキングブルース、週刊★ロマン鉄道、インター
ネット・プロレスリング・ノア、CatanTV、GAME Watch ムービーインデックス、水曜どうでしょう、
ブロードバンド！ニッポン、ALL JAPANプロレスInternet BATTLE、TravelersTV、クルマ情報
AUTO-PRESS.tv
■その他■
真実、銀河鉄道999、webrama、ブラック・ジャック、LIVE@BODY&SOUL、MiD LIVE -MARKET &
NEWS Channel、KNN Report、日本語教育能力検定試験対策オンラインV講座、今日の発表
会、ALC Online Seminar
（以上はウェブページに現在掲載されている番組）

各番組の概要

・ジャンルはコンピューター、エンターテイメント、その他の3ジャンル。ただしエンターテイメントと
その他の番組で、定期的に更新されているものは少数。また過去にテレビ放送された番組の有
料ストリーミング放送も含まれている。
・コンピューター系ではインプレス系列のパソコン・携帯関連のホームページで連載を持つライ
ターらによる番組が中心。ホームページで連動する形で商品を紹介するなどの形態が多い。ま
た、新製品のPRを兼ねて単発の番組が放送される場合もある。
・エンターテイメント系はお笑い、プロレス、ゲームなどの娯楽性の高いテーマを集めたもの。ほ
とんどが有料放送で、北海道地域限定で放送されている番組（HTB北海道テレビ制作の「水曜
どうでしょう」）の有料コンテンツとしてのストリーミング放送などもある。
・その他では、ドラマ、音楽、教育などの番組が中心。エンターテイメント系と同様に有料放送が
大半を占める。テレビ放送された番組などが多いが、新商品発表の模様を番組形式で伝える
などの取り組みもある。

放送開始時期 2000年11月15日（10月17～22日まで試験放送）

放送形態
有料と無料の番組があり、ライブ放送とビデオオンデマンド放送の双方が利用可能。ただしライ
ブ放送されるのは全番組の一部。

視聴料金
有料の場合には、平均して300円～500円程度。ただし1ヶ月単位、1週間単位、番組1話単位と
いうように、視聴可能な期間は番組毎に異なる。

累計視聴者数 2000年11月開局当時は月間9万ストリーム、2003年1月には月間185万ストリームを達成。

その他
・放送を行う株式会社インプレスは出版・WEBを中心に業務展開する企業。1992年設立。資本
金53億1590万円（2000年10月）。従業員数195名（2001年3月末）。グループ企業7社を擁する
一部上場企業。

（資料）インプレスＴＶホームページ
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表２－３－８ 

ShowTime の概要 

  

 

 

 

 

ShowTime
（http://www.showtime.jp/）

これまでの放送ジャンル
シネマ・ミュージック・アイドル＆芸能・アニメ・ゲーム・スポーツ・バラエティ・リラクゼーション・ア
ダルト＆R18の9個。スペシャルと題してお勧めのコンテンツが特集される場合も、扱われるコン
テンツは上記のジャンルにすべて該当する。

番組数

5,725本（ウェブページ掲載数の合計）（2003年10月10日現在）
■シネマ：610
■ミュージック：977
■アイドル＆芸能：1,401
■アニメ：940
■ゲーム：271
■スポーツ：263
■バラエティ：630
■リラクゼーション：107
■アダルト＆R18：526

料金体系

・月会費280円で約3,000のコンテンツが視聴可能。ただしその他のコンテンツは１話で数百円
～ドラマなどの全話で数千円まで種類は多い。
・各コンテンツごとに料金を支払う以外に、特定のコンテンツをパックにしたセットもあり、こちら
は「マンスリーパック」と「days&weeksパック」の２種類がある。
・マンスリーパックは平均で800円程度で、10種類。アダルトがそのうちの６割を占める。
・days&weeksパックは1話完結のコンテンツで数百円、ドラマなどシリーズもののコンテンツで数
千円。種類は約80本。
・視聴できる期間の設定あり。

放送形態
・ストリーミング放送が中心。
・視聴にはWindowsMediaPlayerを使用する。

その他

・ウェブページでは約6,000のコンテンツ数と表示されているが、これはドラマなどのシリーズを1
本とカウントしていないため。実際には、例えば48話完結のドラマなどの場合、コンテンツ数とし
ては48コンテンツとカウントされるため、実際のコンテンツ数は少ない。
・シネマは海外の有名作品は極端に少なく、邦画や小規模の作品が大部分。
・ゲーム系は発売されるゲームのプレイ映像が大半。その他、イベント会場の模様などが視聴
できる。
・関連商品などの購入先として楽天へのリンクが設定されている。

（資料）ShowTimeホームページ
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表２－３－９ 

ＡＩＩの概要 

  

 

 

また、Ｊストリームは、様々なコンテンツホルダーが保有するコンテンツのストリーミング中継

を支える配信インフラと、配信の管理や演出を行うためのさまざまなアプリケーションサービスの

提供を中心に展開している（表２－３－10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

AII
（http://www.aii.co.jp/）

これまでの放送ジャンル
ニュース・ドキュメンタリー、芸能・グラビア、暮らし・便利、映画・ドラマ、音楽・カラオケ、ショッピ
ング、趣味・スポーツ、アニメ・声優、教育・キッズ、ラジ＠の10種類。

番組数

139本（ウェブページ掲載数の合計）（2003年10月10日現在）
■ニュース・ドキュメンタリー：15
■芸能・グラビア：16
■暮らし・便利：11
■映画・ドラマ：20
■音楽・カラオケ：6
■ショッピング：12
■趣味・スポーツ：11
■アニメ・声優：22
■教育・キッズ：10
■ラジ＠：16

料金体系

・月会費などは無し
・料金は3種類に分類可能。①月額課金（1ヶ月間の間コンテンツを利用し放題）、②スポット課
金（1回もしくは定められた期間の利用）、③DRM課金（Digital Right Management）の3種類。
・利用料金は数百円が大半。
・シリーズもののコンテンツの場合には1話ごとに購入が可能。

放送形態
・AII自体が、実際に番組を放送しているウェブページへリンクを張っている場合などはリンク先
の放送形態による。基本はストリーミング放送。

その他

・コンテンツは趣味や教育、暮らしなどの項目がShowTimeに比べ多い。
・ストリーミング放送を行うというよりも、ストリーミング放送を行っているページへのリンクが多
く、ポータルサイト的な性格が強い。
・ShowTimeとは対照的に、リンク先を1つのコンテンツとしてカウントしてしまっているため、リン
ク先にあるコンテンツ数をカウントに含めれば、実際のコンテンツ数は多い。
・アニメなどはShowTimeと重複するコンテンツが多いが、シネマやアダルトなどのコンテンツは
ShowTimeのラインナップが有利だと思われる。

（資料ＡＩＩホームページ
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表２－３－10 

Ｊストリームの概要 

 

ⅵ)Peer to Peer によるストリーミング 

ストリーミング放送に関し、新たに注目される取り組みとして、㈱ビットメディアと㈱アンクル

による「シェアキャスト」があげられる。これは、Peer to Peer 技術を応用してコンテンツ配信

Jストリーム
（http://www.stream.co.jp/）

実施サービスの概要

インプレスTVがストリーミングによる放送自体を行っているのに対し、Jストリームは①インター
ネットや携帯電話網等を利用した映像／音声／画像データ等の配信サービス、②映像／音声
／画像データ等の配信に関連する各種ASPサービス、③映像／音声データの配信に関連する
ソフトウェア・ハードウェア等の開発・販売、④インターネットを利用した配信に関するコンサル
ティングサービスなどを行っている。番組の配信自体というよりは、配信に必要なインフラ・ソフ
ト・ハードの提供が主な業務。

これまでの放送番組名
（ジャンル別）

■エンターテイメント■
Toshiba Web Street、大友克洋監督最新劇場作「スチームボーイ」、アニメ「ヒートガイジェイ」公
式サイト、旅の手帖BBブロードバンド時代の旅行サイト誕生、Speed Channel Net TV、
namashibori.com、お台場どっと混む！、フジテレビホームページ、impress TV、Girl's Station、
allnightnippon super!、itv24.com、旅の手帖　宿泊施設ストリーミング「Yado Channel」など
■スポーツ■
ティップネスＴＶ、インターネットジャイアンツ・ナイター、@BayStars LIVE BayStars、インターネッ
ト中央競馬実況中継（ラジオ中継）、KASHIMA Antlers LIVE ON THE WEB
■ビジネス■
滋賀県ワールドワイド見本市、チャンネル パナソニック、オートデスク・オンラインセミナー、ウェ
ルフェアＮａｖｉわくわく生活提案サイト、松下電工の住宅設備と建材～新しい暮らしのご提案～、
MAYBELLINE　NEW YORK MAYBELLINE　TV、「日産180進捗状況／2002年度 決算見通し」会
見、Adobe Acrobat e-Learningサイト、impress TV、読売ニュース・ストリーム、など
■スペシャル■
・ネットで百科 for ブロードバンド、ネイチャーネットワーク・ジャパン、宝くじドリームステーショ
ン、ひらけごまＴＶ（ブロードバンド子供チャンネル）、ＮＨＫソフトウェア　ファミリー倶楽部、すば
る文学カフェ作家による朗読会、政府・タウンミーティング

各番組の概要

・ジャンルはエンターテイメント、スポーツ、ビジネス、スペシャルの4ジャンル。
・エンターテイメント系では、企業や雑誌、新聞などのPRを兼ねたストリーミング放送が多い。
・放送形態はライブ、ストリーミングそれぞれ、もしくは一方が用意されている。また、再生環境
もウインドウズメディアプレーヤとリアルワンそれぞれ、もしくは一方が用意されている。
・エンターテイメント系では、企業や雑誌、新聞などのPRを兼ねたストリーミング放送が多い。放
送に関するノウハウはJストリームが提供しているが、放送自体はクライアント先の該当ページ
から行われる。
・スポーツ系は野球もしくはサッカーの模様を配信する形態がメイン。ただしいくつかは動画で
はなく、ラジオ放送で行うものがある。
・ビジネス系では、企業による事例紹介やセミナーなどの放送が多い。一部、公的機関や自治
体のセミナー等もある。
・スペシャルでは、政府によるタウンミーティングの模様や百科事典データや宝くじ、商品販売な
どの放送。

放送開始時期 1997年

放送形態
ライブ放送とオンデマンド放送の双方が利用可能。また一部はダウンロード形式もサポート（詳
細説明は同社ウェブページに無し）している。

視聴料金
基本的に無料。配信される映像などのコンテンツは基本的に取引先の企業・団体が制作したも
のであるため、料金の有無はその都度異なる。

累計視聴者数
現在のところ不明。ただし2002年の鈴鹿8時間耐久レースでのライブ放送の場合、データ量が
毎秒ギガビットを突破するなど、累計視聴者数は相当数に登ると思われる。

その他

・株式会社Jストリームはストリーミング配信専門会社。1992年設立。資本金21億2441万円
（2003年3月末）。米の現リアル・ネットワークス社とトランス・コスモス社、それにNTTと現KDDI
の4社が共同設立。
・Jストリームはストリーミング配信の大手ということもあり、大規模な放送の場合には何らかの
形で関与している場合が多い。またインプレスTV自体もJストリームによるノウハウの提供が行
われている。インプレスTVが番組をそのものを配信している一方で、Jストリーミングはその放
送を支えるハード・ソフト・ノウハウの提供を行っているという意味で両社の性格は異なる。

（資料）Ｊストリームホームページ
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を行うネットワーク配信システムである。コンテンツを視聴する一般ユーザーが、シェアキャスト

ソフトウェアをインストールすることで、映像や音声のストリーミング中継を受信しつつ、同時に

別の数台の端末に対して分岐中継、再配信する工程を次々に繰り返すことで配信先を広げていく

（図３－２）。本システムでは、ある端末がダウンしても、その下流にいる端末は代替ルートを自

動的に検出するので、再びストリーミング中継を受けることができる。また、シェアキャストを利

用することにより、配信元に直接つながる端末はわずか数台程度に抑えられる。そのため、プライ

ベートな配信から大規模な商用配信までを同じ仕組みで運用でき、配信元サーバへの過度の集中を

和らげ、ネットワークを安定して運用することができる。さらに、視聴したいチャンネルの「視聴

チケット（接続鍵）」を配布することで、接続時に視聴認証を行うため、著作権保護や視聴対価を

回収するサービスモデルの構築を可能にしている。 

 

図２－３－２ 

シェアキャストの概要 

（資料）シェアキャストホームページ  

 

 

現在、シェアキャストについては、実証実験が行われており、スカイパーフェクＴＶで放映中の

「卓球ＴＶ752・スーパーサーキット」等の映像が配信されている他、「だれでも放送局！」サー

ビスの取り組みが進められている。これは、自分で作成した映像や音楽等のコンテンツを、自分の

ホームページに画像やテキストを掲載するのと同様に、手軽にストリーミング配信ができるという
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ものである。通常、ストリーミング配信を行うためには、大規模な配信サーバや特別な回線が必要

となるが、こうしたシステムなしにストリーミングを行うことができるようになれば、従来の１：

ｎ型の配信形式の放送から、ｎ：ｎ型の放送を実現することも可能になると考えられる。 

 

３－１－２. ｅ－ラーニング 

ｅ－ラーニングでは、スキルアップや資格取得、生涯学習等を目的とした各種講座が実施されて

いる。当初、これらの多くは、書籍の教材をデジタル化して配信した形態となっていたが、図３－

３に示すようなシステムによる、インターネットを通じての双方向サービスも展開されるようにな

っている。例えば、英会話では、表２－３－11 に示すようなサービスが展開されている。 

図２－３－３ 

 

 

表２－３－11 

インターネットを通じたｅ－ラーニング（英会話）の例 

企業名 サービス 概要 時間 価格 

アルク ｅマラソン 自己学習 
TOEIC730 点コース 

４ヶ月 38,000 円 

ＥＣＣ ECC Web School 自己学習 
オンライン TOEIC Test 対策
講座 

６ヶ月 12,600 円 

ジオス ｅ－ＧＥＯＳ 自己学習 
シーン別の英会話レッスン 

１ヶ月～ 8,000 円（週１回×４） 

ＮＯＶＡ お茶の間留学 ＩＳＤＮ／ケーブルテレビ／Ａ
ＤＳＬ／光ファイバー等、全
ての回線の利用が可能なＩＰ
ＴＶ会議システムによるグル
ープレッスン 

40 分／回 1,300 円／回（600 レッスン）
3,200 円／回（100 レッスン）
3,800 円／回（25 レッスン）

（資料）各社ホームページ 

 

（資料）「国民生活におけるIT活用調査」（ウェブ調査）

インターネットを利用したeラーニングのシステム例

学習サービス提供者

先生・チューター

サーバ管理者

コンテンツ

データベース

・サービス安定提供

・トラブル時の迅速な復旧

・技術的な質問対応　　等
サーバ

コンテンツ

作成

・質疑応答

・議論のコーディネート

・進捗管理　　　　　　等

非同期系サービス

・テキスト配信

・VOD

・電子掲示板

・メーリングリスト

・CAI・テスト　　　　　　　　等

受

講

者

の

認

証

同期系サービス

・テレビ会議

・チャット

・映像リアルタイム配信　等

受講者

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

必要に応じて通学
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現在、ｅ－ラーニングは、既に様々な企業等により展開されているが、ここでは、そのうちのいく

つかの事例を紹介する。 
 

ⅰ）学習研究社・とるモンドットコム 

学習研究社（学研）では、学校の定期試験から資格試験に至る様々な試験問題の中から利用者が

望む問題を提供する「とるモンドットコム」サービスを展開している。 

例えば、本試験や予備校等で実施された会場模試を提供する「Ｗｅｂ模試」では、利用者が試し

てみたい問題をダウンロードした後、オフラインの状態で試験が受けことになるが、タイマー機能

により制限時間を過ぎると解答できない仕組みとなっているので、自宅でも本番さながらの緊張感

で試験を受けることができる。採点はボタンを押すだけで可能であり、採点後に送信ボタンを押す

と、とるモンセンターに結果が送られると共に成績評価が受けられ、到達度を把握できる仕組みに

なっている。さらに、詳しい解説もダウンロードできる。 

とるモンドットコムでは、司法試験や公認会計士等の資格検定試験問題や過去の大学入試問題、

中学や高校の定期試験予想問題等を提供しているほか、幼児向けの教育コンテンツ等も擁している。

利用料金については、中学校定期試験の予想問題が１科目当たり 150 円、情報処理や初級シスアド

等が 1,000 円からといった体系となっている。 

 

ⅱ）中央出版・PeppyNet 

中央出版の「PeppyNet」では、専用のプリントを、スキャナを用いてインターネットで先生に送

ると、次の日にインターネットから先生の声と映像で採点結果が返ってくるという、インターネッ

トプリント学習サービスを展開している。利用料金は、入会費 10,000 円の他、１科目 4,000 円／

月から６教科 15,000 円／月、スキャナのレンタル量が 1,000 円／月という体系になっている。 

 

ⅲ）ＴＡＣ 

専門学校のＴＡＣは、インターネットを使った「Web School」を開校している。中でも、ブロー

ドバンドを用いた動画配信講座では、講師自身が電子黒板への板書や教材画面に要点を直接書き込

みながら解説を行うものや、実際の教室での講義をそのまま再現するといった授業が行われている

（図２－３－４）。質問等は電子メールで行うことができる他、Ｗｅｂ上で同じ試験を目指す受講

者の情報交換やディスカッションも行えるサポートサービス「i-support」も展開されている。 
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図２－３－４ 

ＴＡＣのブロードバンド Web School 

（資料）ＴＡＣホームページ 

 
 

ⅳ）大学における取り組み 

大学の場においても、ｅ－ラーニングを導入する例が見られる。例えば、信州大学大学院は、2002

年４月より、情報工学専攻のインターネット大学院を開設した。これは、大学院の授業を好きな時

間に好きな場所で受講できるというもので、むろん、単位の取得も可能である。学習効果について

も、授業形式よりもインターネットを通じた自習形式であるｅ－ラーニングの方の成績が高く、ま

た、リタイア率も低いといった結果も報告されている。 

また、日本女子大学生涯学習センターでは、同センターと各地に設置したサテライトを核にした、

ｅ－ラーニングシステムを構築している。講義は、①従来の教室で行う型の直接対面方式、②テレ

ビ会議システムやインターネットを通じて遠隔地でリアルタイムに受講するライブ方式、③いつで

もどこでも見直しができるビデオオンデマンド方式の３つの方式により行われている。このうち、

ビデオオンデマンド方式の画面は３分割されており、一つの画面には講義風景をストリーム形式の

動画音声が配信され、もう一つの画面は図表等の資料・テキストをカラーで表示し講義に進行に合

わせてページが進められ、そして３つ目の画面は実際に板書した内容を再現するというものである。

同センターでは、ｅ－ラーニングの効果について、①いつでもどこでも、年齢に制限がなく学べる、

②分割学習や繰り返し学習が可能で進度や理解度の個別対応ができる、③映像、テキスト・資料、

板書の画面が一体になっているので、他の教材を必要としないといったメリットをあげている。 
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３－１－３. テレビ会議 

映像ストリーミングサービスの一環として、テレビ会議やテレビチャットサービスも活発化して

いる。例えば、@nifty は、パソコンの多くにＷｅｂカメラが搭載されるようになってきたことか

ら、Peer to Peer 型のビデオチャット「Eyeball パティオ」サービスを開始した。これは、パソコ

ンとインターネットを利用した一種のテレビ電話で、相手の顔を見ながらチャット等ができるとい

うものである。ユーザーは、パティオネームという専用のＩＤを取得するだけで、自分のパソコン

を使って、テレビ電話や複数の人と顔を見ながらチャットを楽しむことができる（接続可能な人数

は、利用するパソコンや接続環境によって異なるが、一般的なＡＤＳＬ環境で７～８人程度の会話

が可能）。画面は最大 432×528 ピクセルである。@nifty では、ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＦＴＴＨ等

のブロードバンド接続環境であれば、誰もが利用できるとしており、300 円／月で提供している。 

さらに、@nifty では、最大 30 名まで同時参加できる本格的なインターネットテレビ会議サービ

スとして、企業等を対象に「Eyeball Meeting」サービスも提供している（但し、スピーカーとし

て映像・音声を配信できるのは最大 10 人まで。それ以上は、「視聴者」になる）。料金体系は、

表２－３－12 に示すように、月額 6,000 円からの定額制となっている。 

 

表２－３－12 

Eyeball Meeting の料金体系 

ID 数 月額料金 ID 数 月額料金 

 3ID  6,000 円 20ID 40,000 円 

 5ID 10,000 円 30ID 60,000 円 

10ID 20,000 円   

（注）メンバーＩＤのみ。ゲスト接続を行う場合は別途料金が必要。 

（資料）@nifty ホームページ 

 
その他にも、ＮＴＴブロードバンドイニシアティブは、この９月より、広帯域を利用する高画質

テレビ電話サービス「WarpVision」の提供を開始している。これは、上り・下りとも最大８Mbps

で、動画フレームは 30 フレーム／秒、画面サイズは最大 640×480 ドットと、テレビと同等の映像

でテレビ会議を開催することが可能である。本サービスの料金体系は、月額基本料金は 15,000 円

で、60 円／分の従量料金制となっている。 

 

３－１－４.  遠隔医療・健康管理・介護 

ブロードバンドネットワークにおいては、本格的な遠隔医療サービスにも期待がもたれている。

1997 年に厚生省（厚生労働省）から、初診、及び急性期の疾患を原則として除いた上で遠隔医療

を認めるという通知が出され、現在では診療報酬の対象となっていることから、その取り組みも活



９９ 

発化している。遠隔医療サービスでは、図３－５に示すように、利用者が自宅で測定した血圧や心

拍、尿成分、体温、体重等の情報を、ネットワークを使って送信して健康診断を受け、また、必要

に応じて各種医療機関へ相談することを可能とする等、利用者の病状や健康を病院が管理するとい

ったシステムで運営されている。 

 

図２－３－５ 

 

現在、岩手県釜石市や福島県葛尾村等においては、既に上記のようなシステムの運用がなされて

おり、その効果や問題点の検証作業も行われている（表２－３－13）。 

分析では、患者側にとっては、通院回数を大幅に減らすことが可能となり、体力的、経済的、精

神的な負担が緩和されたこと等、医療機関側にとっては、①スケジュールに基づいて規則的に診療

を行うことができるので、慢性患者を治療する医療側としては常に患者を管理下においているとい

う安心感がある、②治療中断による不測の事故を予防（高血圧患者の脳血管障害等）できるように

なる、③テレビ電話の画面を見ながら直接本人に話しかけることができるので、病状の変化を感知

することが容易であり来院が必要な状態かどうか客観的に把握することが可能となったといった

見解が出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

○テレビ電話による健康相談

○バイタルセンサーによる健康管理

　（血圧・脈拍、心電図、体温・尿成分等）

○緊急通報

○テレビ電話による健康相談・指導

○健康管理データ、病歴データの蓄

積・紹介　等

健康・病歴情報

データベース

インターネット

（資料）「情報通信インフラに関する調査」

遠隔健康管理システムの概要
家庭 医療機関等
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表２－３－13 

釜石市における遠隔医療の概要 

 概        要 

システム名 うらら 

登録者 男性 133 名、女性 142 名、計 275 名 

使用回線 ＣＡＴＶ回線 223 名、ＮＴＴ回線 52 名 

端末機使用台数 160 台 

地域別利用者 釜石市：258 名、大槌町：９名、山田町：１名、盛岡市：３名、大船渡市：４名 

年齢構成 30 代：２名、40 代：７名、50 代：28 名、60 代：92 名、70 代：107 名、80 代：35

名、90 代：４名 

（注）2003 年４月現在。 

（資料）医療法人楽山会ホームページ 

 

また、在宅医療に加え、一人暮らしの高齢者や施設等に入居している要介護者等と遠隔地の家族

等との映像・音声を交えたコミュニケーションを可能とすると共に、安否の確認や緊急時の通報等

を行うシステム開発も進められている（図２－３－６）。 

例えば、山口県宇部市では、要介護者の自宅とシルバーふれあいセンター、在宅介護支援センタ

ー、医療機関等をネットワークで結び、動画通信を利用した指導、相談や、緊急通報等に関する実

証実験を行っている。 

 

図２－３－６ 

 

要介護者遠隔地モニタリングシステムの概要

（資料）「情報通信インフラに関する調査」

独り暮らしの高齢者・要介護者

テレビ電話

緊急通報装置

施設に入居している高齢者・要介護者 介護支援センター、介護事業者等

医療機関
インターネット

家族・知人等
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３－１－５． その他 

映像コンテンツに関するその他のトピックスとして、㈱ビジョンメガネの「どこでもメガネ」サ

ービスがあげられる。これは、2002 年から開始されたメガネのオンライン購入サービスで、ウェ

ブサイト上で視力をセルフチェックすることで、自分に合ったレンズの度数がわかり（眼科医やメ

ガネ店の処方箋がある場合は視力チェック不要）、さらに、自分の写真を登録することで、画面上

で自分がメガネを掛けた試着状態も確認することができるので（自分の写真がない場合は、Ｗｅｂ

サイトにあるＣＧのモデルで代替）、自分に似合ったデザインのメガネフレームを選びながら購入

できるというサービスである（図２－３－７）。視力測定は、音声ガイダンスによる説明に沿って

進められ、近視、遠視、老視、乱視の判定ができるようになっており、昨年１年間の実績では、92％

の利用者の視力を正確に測定している（メガネが合わない場合は返品することができる）。また、

メガネフレームは 80 本の中から選ぶことができ、試着画面では、メガネの位置を微調整すること

ができる他、顔を斜めにした角度から見た状態も確認することもできる。どこでもメガネでは、サ

ービス開始後、１年間で 30 万人のアクセスを獲得したと発表している。 

 

図２－３－７ 

どこでもメガネの操作画面 

（注）画面はＣＧモデルによるもの。 

（資料）どこでもメガネホームページ 



１０２ 

 

現在、ｅコマースサービスにより、様々な商品の購入ができるようになったが、今後は、このよ

うな、あたかも自分が店舗に出かけ、実際に利用している状態を確認しながら、購入することがで

きるという、真の意味での「バーチャルショッピング」サービスが増加していくと考えられる。 

 

３－２. 音楽系コンテンツ関連ビジネス動向 

音楽配信では、ソニーミュージックエンターテインメント（ＳＭＥ）が配信システムの仕様の統

一を図ることを提案した結果、2000 年４月に設立された音楽配信システムを運営するレーベルゲ

ート社の展開が顕著になっている。当初は Windows 対応の既存ソフト等による再生が主流であった

が、現在までに、新たな統一仕様として、「ＭＡＧＩＱＬＩＰプレーヤー」で再生する、レーベル

ゲートＭＱ方式による音楽配信を開始している。現在、レーベルゲート社の運営にはレコード会社

18 社が参画しており、2002 年９月現在で全 2,589 曲（邦楽）の配信サービスを行っている。利用

料金は１曲当たり 200 円からという体系になっている。 

また、レーベルゲート社のサイト以外でも、大手レコード会社を中心に、独自の音楽配信サイト

が運営されている。ＳＭＥは、アーチストの原盤権まで所有していることから、積極的に音楽配信

事業を展開し、その専用サイト「モリッチ」から、2002 年９月現在で全 1,082 曲（邦楽）の配信

サービスを行っている。また、歌手のビデオクリップのストリーミング有料配信も開始しており、

100 円／曲で１週間に何回でも視聴できるようになっている。 

その他、ポニーキャニオンは、Ｗｅｂで新曲を有料販売するキャンディドットコムを設立し、同

社に所属する 91 の歌手・グループの楽曲がダウンロードすることができるサービスを展開してい

る。キングレコードでも、新譜を含む楽曲をダウンロード販売するＫＭｕｓｉｃを設立している。 

さらに、エイベックスネットは、自社所属歌手が出演しているＦＭラジオ番組のうち、自社制作

番組をＷｅｂで配信するといったサービスを展開している。 

レコード会社以外の取り組みとして、エキサイトは、音楽専門のインターネットラジオ局

「Jjazz.Net」を開設する予定となっている。これは、内外の選りすぐりのジャズを 96kbps の高音

質オンデマンドストリーミングで常時約 50 番組放送するというものである。会費は 1,050 円／月

で、番組は毎週木曜日に更新される予定である。 

 

３－３. ゲーム系コンテンツ関連ビジネス動向 

現在の主なネットワークゲームの例を表３－３－14 に示す。ネットワークゲームは、2002 年に

「ファイナルファンタジーＸＩ」が登場したのに続き、プレイステーション２用のソフトを中心に、

「信長の野望オンライン」等、有力作品の発表が続いている。中には、表３－３－15 に示すよう

に、既に 10 万人以上の登録者を持つネットワークゲームも登場している。 

この他にも、世界で数十万人ものユーザーがアクセスしている「ウルティマオンライン」（ロー

ルプレイングネットワークゲーム）を始め、韓国製の「ポトリス」、「リネージュ」等、海外のネ
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ットワークゲームソフトも国内で積極的に展開している。 

 

表２－３－14 

 

表２－３－15 

 

ゲームタイプ 該当ゲーム

ウェブブラウザゲーム ・ハンゲーム　・ゲームポッド　・オセロ

MMORPG
(Massively Multiplayer Role-Playing)

・ファイナルファンタジー11　・Ultima Online
・Ever Quest　・リネージュ　・ラグナロク
・ディアブロ

FPS
(First Person Shooter)

・Counter Strike　・Quake3
・Operation Flash Point　・unreal Tournament

RTS
(Real Time Strategy)

・Age of Empire　・三国志　・EMPIRE EARTH

オンライン多人数対戦ゲーム
・ゼロカップサッカー　・online striker
・ボンバーマンオンライン　・ポトリス

携帯ゲーム ・ドラクエシリーズ　・ガンダムシリーズ

主要オンラインゲーム

（資料）2003CESAゲーム白書

登録者数１万人以上のネットワークゲームタイトル

タイトル名
登録者数

(千人)
メーカー名 ハードウェア（ＯＳ） 発売年

パッケージ
価格(円)

課金料
(円/月)

ウルティマオンライン 85 エレクトロニック・アーツ Windows 1997 2,980 -

エターナルカオス 38
(株)ガマニア デジタル
エンターテイメント

Windows 2002 フリー配布 980

ガンダム　ネットワークオペレーション 32 (株)バンダイ Windows 2002 8,800 980

GODIUS 11 (株)サクセス Windows 2002 - 630

ファンタシースターオンライン(Ver.2) 390 (株)セガ ドリームキャスト
2000
2001

6,800
4,800

*1

ファイナルファンタジーXI 200 (株)スクウェア・エニックス
プレイステーション2
Windows

2002
2002

7,800
オープン価格

-
-

ファンタシースターオンライン 100 (株)セガ
ニンテンドー
ゲームキューブ

2002 6,800 *2

ファンタシースターオンライン 60 (株)セガ Windows 2001 6,800 *3

ポトリス 450 (株)バンダイ Windows 1999 - *4

りネージュ 350 ＮＣジャパン（株） Windows 2002 - *5

       また、ポトリスは2003年3月、りネージュは2003年4月の数値。

注6）ポトリス、リネージュの発売年は国内サービス開始年。

*4  クレジットカードは400円／月、銀行振込、プリペイドカードは500円／月

*5  500円／10時間、1,200円／30時間等

注3）上記の登録者数は国内における2002年12月31日現在の数値。

　   　ただし、(株)セガについては国内と海外における2003年5月31日現在の数値。

（資料）2003CESAゲーム白書等により作成

注1）メーカー出荷実態調査における本質問への回答があった6社の国内における登録者1万人以上のネットワークゲームタイトル一覧。

注2）1983年以降の出荷タイトルを対象。

*3　1,000円／30日および2,000円／90日

注4）「ファンタシースターオンライン」については、ドリームキャスト版、ニンテンドーキューブ版、Windows版のみ掲載。

注5）「ファイナルファンタジーXI」は、プレイステーション2版、Windows版の合計値。

*1　400円／30日および1,000円／90日

*2　600円／30日および1,500円／90日
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ゲームに関しては、この他にも、「アバターチャット」等のコミュニティコンテンツが注目され

ている。これは、「アバター」と呼ばれる自分の分身キャラクターが、仮想コミュニティでメール

やチャット、ホームページ作成等のコミュニケーションや、コミュニティ内で出会った多くの友人

と出会い、一緒にゲーム等で遊ぶことや、好きな服を着ておしゃれを楽しむといった、様々な遊び

方を提供するコミュニケーションサイトである。その例として、「Habbo ホテル」や「Cafesta」、

「パレス」等があげられる。 

双方向性（ユーザー同士での対話が可能であること）、継続性（１回きりではなく、長期に渡っ

て楽しめること）、多様性（与えられたシナリオにはない様々な楽しみ方をユーザーが創出できる

こと）というインターネットならではの特性を利用したこうしたコンテンツには、今後の展開に期

待が持たれる。 

 

３－４.  出版・情報系コンテンツ関連ビジネス動向 

出版系については、図２－３－８に示すように、電子書店パピルスの利用が進んでいる。富士通

系の電子出版会社であるパピルスは、出版業界自身の電子化への対応が遅れていたことから、作家

と直接コンタクトを取ることより、電子出版権の確保を進め、今日の地位を築いてきたという背景

がある。 

パピルスでは、ダウンロード書籍をパソコンやＰＤＡで読む方法と、Ｗｅｂ上の書籍をパソコン

で読む方法の２つのサービスを実施している。後者については、インターネットを見るように、本

の情報ページに接続して読むというものであり、30 日間、何度でも接続して読むことができると

いうものである。パピルスでは、2003 年９月現在、214 社もの出版社の協力の下、14,672 冊の書

籍を提供している。ダウンロード書籍はＰＤＦやテキスト形式の書籍の他にも、ＸＭＤＦやAcrobat 

eBook、蔵衛門、ＥＢＫといった形式での提供も行っている。また、Ｗｅｂ上で見る書籍の中には、

音声付、動画付き、拡大できる写真集等の形式で提供しているものもある。 

なお、パピルスでは、決済方法として、クレジットカード、コンビニ決済、プロバイダーのＩＤ・

パスワードといった方法を採用している。このうち、プロバイダーを経由してのものは、プロバイ

ダーの利用料金と合わせて請求されるものである。 
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図２－３－８ 

 

 

この他、自社製のＰＤＡ向けに、各メーカーがコンテンツを継続的に有償・無償で提供している

取り組みも注目される。その例として、シャープの「ザウルス文庫」があげられる。現在のところ、

提供されるコンテンツの多くは、既存の書籍、雑誌、新聞等の素材を電子化したものであるが、2002

年４月からは、文藝春秋と共同で、池波正太郎の時代小説「鬼平犯科帳」を専門に扱う電子書店「鬼

平ウェブ文庫」を開設し、毎月２回の割合で短編２話を 100 円で販売している。鬼平ウェブ文庫で

は、その他にも、メールマガジンや江戸時代の地理・料理など関連情報の提供も行っている。 

さらに、作家自身が新作を電子出版する事業も展開されるようになっている。2000 年に井上夢

人らが発足させたイーノベルズアソシエーツは、宮部みゆき、桐野夏生、京極夏彦を始め、計 40

人以上の作品を販売している。 

また、既存の出版社を中心に、ＤＴＰ編集とオンデマンド印刷・製本を組み合わせたオンデマン

購入したことのある電子書籍サイト

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

電子書籍パピレス

シャープスペースタウン
（ザウルス文庫）

特定の出版社のサイト

ウェブの書籍

10daysbook

電子文庫パブリ

楽天ダウンロード

オンラインのソフト販売ショップ

PDA book

グーテンベルク21

Bitway-books

M-stage book

その他

わからない

（資料）インターネット白書2003
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ド出版の試みも行われている。例えば、リキエスタでは、注文をＷｅｂ等で公募し、注文数が一定

数に達したら出版するというサービスを展開している。また、復刊ドットコムは、絶版等の理由に

より、現在市場に流通していない書籍について、インターネットを通じてリクエストを集め、100

人以上から要望のあった書籍を対象に、出版社や著者と交渉を行い復刊するというサービスを展開

している。2000 年のサービス開始以降、2003 年 10 月現在で約 15 万 7,500 人の会員を集め、1,171

点の書籍を復刊させている。 

その他、有名作家の作品をＰＤＡやポケットＰＣ、ドットブック等のフォーマットでダウンロー

ド販売している e-Novels や、著作権が消滅した作品をボランティアによる入力作業を経て無償公

開している青空文庫等、地道な活動を通じて、利用者を次第に増加させているサービスもある。 

 

３－５. ブロードバンドのコンテンツのビジネスモデル 

以上のように、様々なコンテンツサービス・ビジネスの発展の萌芽が見られるようになってきた

が、現在のところ、これらを支えているのは、図２－３－９に示すようなプレーヤーが中心であり、

表２－３－16 に示すような種類のビジネスモデルで展開されているといえる。 
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図２－３－９ 

 

 

 

表２－３－16 

 

 

このうち、有料課金は、コンテンツホルダーが著作権の処理されたコンテンツを販売力のあるポ

ータルサイト（アグリゲーター）に委託し、売上に応じた収益配分を受け取る仕組みである。現在

のところ、テレビの番組コンテンツや映画を二次利用する場合等を中心に採用されている。 

種   別 内             容

①有料課金
コンテンツ利用料を一時金として徴収する
会員制として固定の月会費を徴収する
使用量（時間・回数）に応じた従量料金を徴収する

②広告
バナー広告・動画広告を掲載する
コンテンツ企画そのものにスポンサーをつける

③物販 テレビショッピングをＢＢで展開する

④番組販売 コンテンツの配信権をアグリゲーターに販売する

娯楽系コンテンツのビジネスモデル

（資料）デジタルコンテンツ白書2003

コンテンツアグリゲーター

コンテンツファクトリー

プラットフォーム

ＣＤＮ

（Content Delivery Network）

ＩＳＰ

（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Sｅｒｖｉｃｅ Provider）

ＡＳＰ

（Access Service Provider）

コンテンツホルダー
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ト
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出版社 テレビ局 レコード会社
ＣＳ番組

供給者
ゲーム会社

Ｎ

Ｔ

Ｔ

コ

ミ

ュ
ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

ズ

Showtime

Solid

Exchange

Jstream PoD

スカパー

ＢＢ

N
T
T
 
B
B

eAccess

(ADSL)

アッカ

(ADSL)

電力系

(ADSL)
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また、広告については、コンテンツ自体は無料で公開し、広告スポンサーから収益を得るもので

ある。コンテンツが無料であるため、視聴者も気軽に利用することができるが、広告媒体としての

価値が必要である。 

物販は、インターネット上で商品の紹介を行い、そのまま通販サイトでの販売に誘導するモデル

である。現在のところ、地上波やＣＳ放送でのテレビショッピング番組と連携させたマルチウイン

ドウ展開が奏効しているといえる。 

番組販売は、有力なブロードバンドコンテンツ番組等を販売するモデルであり、ＣＳ放送番組で

あれば、数万円／月、人気歌手のライブコンサートでは数千円／回程度となっている。本モデルは、

自らの会員増加を図る事業者等が採用している。 

 

 

４． モバイル関連ビジネスの動向 

 

モバイルコンテンツサービスは、これまで、着信メロディ、待ち受け画面配信、ゲーム配信、ニ

ュース配信、交通・地図情報サービス、天気予報等の情報サービスを中心に展開されてきた。これ

らは、携帯端末の発展と軌を一にして発展してきたといえるが、コンテンツに対する第２世代携帯

電話のネットワーク容量が限界に達しつつあり、第３世代携帯電話サービスの拡大に期待が寄せら

れている（図２－４－１）。 
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図２－４－１ 

 

移動体通信のブロードバンド化に伴い今後の発展が期待されるモバイル系コンテンツサービス

としては、①情報提供サービス、②位置情報サービス、③モバイルＥＣサービス、④映像サービス、

⑤ゲームサービス、最近大きな注目を集めるようになった、⑥ホットスポット、⑦外出先からの家

庭内の家電製品等のコントロール、そして、⑧テレマティクスがあげられる。 

 

４－１. 情報提供サービス 

現在、携帯電話では、ニュース通信者等により、スポーツを始めとする様々な内容の情報提供サ

ービスが行われている。 

このような中、情報提供サービスの新しい方式として、小田急は、ぴあと共同で、小田急発行の

定期券を利用する乗客に対して、「小田急グーパス」サービスを 2003 年２月より開始した。これ

は、定期券で自動改札を通ると、ぴあが編集する情報コンテンツが約 20 秒後に乗客の携帯電話に

自動的に配信されるというものである（図２－４－２）。本サービスは、小田急発行の定期券とメ

ール機能付き携帯電話をもっている人であれば、会員登録をするだけでだれもが利用することがで

き、また料金も無料となっている。コンテンツも様々であり、現在までに、表２－４－１に示すよ

うな情報が配信されている。これらの情報は毎日更新され、小田急全線で通勤・通学の往路・復路、

１日４回（乗車・降車時の各２回）のタイミングで最新の情報を提供している。 

NTTドコモ

グループ

（FOMA）

Vodafone（J－フォン）
(Vodafone Global Standard)

KDDI

グループ

W-CDMA

CDMA2000

（参考）

第4世代携帯電話

平成13年

(2001年)

平成14年

(2002年)

平成15年

(2003年)

平成16年

(2004年)

平成17年

(2005年)

平成22年

(2010年)

▲本格サービス開始

10月　国道16号線圏内（都心から半径30km圏内）

▲全国主要都市でサービス開始（人口カバー率60%）

4月

　　　　　　▲人口カバー率90%　▲全国展開へ

　　　　　　3月　　　　　　　　3月（人口カバー率97%）

▲800MHzによるcdma2000 1X

4月　全国主要都市でサービス開始

　　　　▲人口カバー率90%

　　　　12月

　　▲2GHzによるcdma2000 1xEV-DO

　10月　関東地区で本格サービス開始予定

▲全国主要都市で本格サービス開始

12月

▲東京都内の4

月一部で試験

サービス開始

　　　　　　▲人口カバー率90%

　　　　　12月

▲ITU、長期ビジョ ンを勧告

7月
▲第4世代に必要な要素技術確立 ▲実用化

第3世代携帯電話のサービス拡大のスケジュール

（資料）総務省「平成15年版情報通信白書」
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会員数も順調に伸びており、この７月には、会員数が早くも２万人を突破している。小田急では、

会員数が伸びている大きな要因として、「電車の待ち時間という『すきま』をうまく利用している

こと」と分析している。 

 

図２－４－２ 

小田急グーパスの概要 

（資料）ぴあホームページ 

 

 

表２－４－１ 

小田急グーパスで配信される情報 

ジャンル タイトル 概     要 

利用者が選択 

できるコンテンツ 
エンタメ・ピックアップ 映画の封切、チケット発売やＣＤ・ＤＶＤのリリース、美術展、

おすすめイベント他、エンターテインメントの最新情報 

（利用者は４つの

タイトルまで選択

可能：小田急沿線 

トレンド大好き！ 新語・流行語、新商品、話題のモノ・コト・ヒト・場所のトレンド

情報、ファッション、フード、気になるランキングデータ、巷の

ウワサ等、ノンジャンルの流行情報 

情報はエリアごと

に１つとカウント） 

10 秒でわかる 

ビジネス情報 

最新ビジネスワードの解説、ビジネス名言、新刊書紹介、ビ

ジネス系イベント情報、ビジネスマナー等の話題を提供 

 英語に強くなりたい シーン別のワンポイント英会話、慣用句、トラベル英語、知っ

ておきたい英単語等を提供 

 本日の 

ショート・ショート 

本当にあった笑える話、あぁカン違い、誰にも言えない失敗

談、ためにならないマメ知識、イカした死語、今日は何の

日？、笑える小ネタ等、“脱力系”情報 



１１１ 

ジャンル タイトル 概     要 

 小田急沿線情報 グルメ、ショッピング情報、地域のお祭り・イベント、街のウン

チク、クイズ等の沿線密着型情報。 

エリアは、①新宿・代々木（新宿～代々木上原）、②世田谷・

狛江（東北沢～和泉多摩川）、③川崎・多摩（登戸～柿生＋

小田急多摩線全駅）、④町田・相模原（鶴川～厚木）、⑤湘南

（小田急江ノ島線全駅）、⑥小田原・厚木（本厚木～小田原）

レギュラー 今週のチェック！ イベントやオープン、ＴＶ番組等、チェックしておきたい情報 

コンテンツ グーパス心理学 心理アナリストによる深層心理ゲーム 

（ランダムで配信） みんなの投稿 グーパスが提案する様々なテーマへのメンバー投稿型情報

されるコンテンツ 懸賞にチャレンジ！ 巷で行われる様々な懸賞を紹介 

 沿線フォト日誌 沿線の駅の普段気づかないスポットを写真で紹介 

 ラッキーグーパス 話題の商品や優待券・招待券が当たるラッキーメール 

 クーポン 小田急沿線エリアのグルメ等、様々な店舗で使えるクーポン

 ミニ magnetcafe 

グーパス SHOP

小粋な商品やお洒落グッズ等のショッピングを利用者の携帯

電話を使ってできるようにしたサービス 
（資料）グーパスホームページ 

 

 

この他にも、将来を見据えた様々な実験が行われている。ＮＴＴドコモ等は、2003 年１月～３

月の間、京王井の頭線渋谷駅で「駅案内板を利用した周辺情報配信システム」の実験を実施した。

この実験では、①案内板に動画広告を流す、②案内板のタッチパネルを利用した周辺店舗情報、及

びナビゲーション案内、③ユーザーの端末に②のタッチパネルの検索結果を提供するといった取り

組みが行われた。ユーザーは利用端末に応じた形式で情報が取得でき、目的地までの地図をダウン

ロードすることができる。地図のダウンロードに関しては、目的地までの道案内を３Ｄ画像で行う

３Ｄナビゲーションサービスも行われ、好評を博したと報告されている。 

さらに、高松丸亀町商店街、高松南新町商店街は、2003 年３月～６月のイベント中、ＲＦＩＤ

(Radio Frequency-Identification：電波方式認識)のリーダ／ライタを両商店街のクーポンタワー

内に設置し、イベントキャンペーンを実施した。これは、クーポンタワーに参加登録を行った顧客

が、ＲＦタグをかざすことで携帯電話に各商店からのクーポンや各種情報が配信され、入手したク

ーポンをその店舗に持っていくと、様々なサービスを受けることができるというものである。 

また、情報提供サービスは、次の「位置情報サービス」と連動した観光やレストラン等の案内情

報も展開されている。 
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４－２. 位置情報サービス 

位置情報サービスも、各携帯電話会社が積極的に取り組んでいる。 

例えば、ＮＴＴドコモは、ＰＨＳを利用した位置情報サービスを経て、本格的な位置情報サービ

スの統一プラットフォームである「ＤＬＰ（Docomo Location Platform）」サービスを 2001 年 11

月より開始した。これは、位置情報を必要とするＡＳＰ事業者や企業等に対して位置情報提供機能

とＡＳＰ支援機能を提供するものである。 

位置情報提供機能は、ＡＳＰや企業等が提供する位置情報サービスを通じて利用者が活用できる

機能であり、①利用者が自分のいる位置や周辺情報をリアルタイムで把握できる自己位置検索、②

利用者が自分の位置を第３者に知らせる自己位置通知、③利用者がＤＬＰサーバに位置情報を送出

しそれをデータベース化して管理する自己位置登録、④利用者が第３者の位置を確認することがで

きる第３者位置検索の４つの機能を有している。 

ＡＳＰ支援機能は、ＡＳＰや企業等のアプリケーションサービスの構築を支援する機能であり、

①利用者をグループ分けして管理するグループ情報管理、②ＡＳＰや企業等が独自に設定したエリ

アごとに利用者を管理するゾーン監視、③グループ情報管理機能やゾーン監視機能を併用すること

により、予め指定した宛先に情報を電子メールで配信できる Push 型情報配信管理の３つの機能を

持っている。 

具体的な位置情報サービスでは、迷子になった幼児や高齢者を見つけ出すといった、人を対象と

する位置情報サービスが利用目的の上位を占めている。また、急病や事故、事件等を通報する緊急

通報サービスにも関心が高まっている。例えば、外出先で具合が悪くなった際などにＤＬＰサービ

ス対応端末のボタンを１つ押すだけで緊急通報を行い、地域のタクシーが保護・送迎のために急行

するといったサービスの提供が考えられている。さらに、端末を持たせた子供や高齢者の位置情報

をリアルタイムで取得することも可能であり、地震や台風時における行方不明者の捜索にも利用が

期待されている。 

また、カーナビゲーションと同様に、歩行者の道案内を行う歩行者ナビも有望なサービスとして

位置付けられている。2005 年に開催される予定の愛知万博では、単なる道案内だけでなく、主催

者が人の動きをつかむ手段として歩行者ナビを活用し、そのデータに基づき電車やバスの運行管理

を行うことや比較的空いている駅やバス停へ来場者を誘導するという利用が検討されている。 

位置情報サービスは、人だけではなく、ペットの失踪防止等にも用途が考えられている。日本で

は、年間 20 万匹のペットが行方不明となり、そのうち帰ってくるのは１～２割と言われているの

で、高い需要が見込まれている。物を対象とする位置情報サービスでは、後述するように、自動車

や荷物の盗難を防止する用途でも利用されている。 
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４－３. モバイルＥＣサービス 

現在までに、携帯電話を使って、書籍、ＣＤ、食品、衣料品等、幅広い商品を購入できる他、コ

インロッカー等も利用できるようになった。常に持ち歩く携帯電話は、テレビ、ラジオ、固定電話、

新聞、雑誌等、他のチャネルに比べ、接点となる時間が圧倒的に長く、いつでも、どこからでも利

用が可能なため、販売チャネルとして、非常に高く有望視されている。 

ＮＴＴドコモでは、遠隔地から商品やつり銭の残量を確認できる、モバイルデータ通信サービス

ＤｏＰａの通信端末を搭載した自動販売機を開発している。また、日本コカコーラは、自販機に携

帯電話をかざすだけで清涼飲料水を購入することを実現した「Ｃｍｏｄｅ」サービスを開始してい

る。 

東京ドームシティに 2003 年５月に開業したＬａＱｕａでは、ｉモードを使ってアトラクション

の事前予約ができ、並ばずに乗ることができるサービスが行われている（表４－２）。さらに、ク

レジットカードを登録することで、キャッシュレスでアトラクション楽しむことも可能となってい

る他、各アトラクションの混雑情報も携帯電話に配信されるようになっている。 

 

表２－４－２     ＬａＱｕａにおける携帯サービスの概要 

 概        要 

ｉモード予約・ 

決済システム

ｉモードでアトラクションの事前予約が可能。 

クレジットカード登録することでキャッシュレスでの登場も可能。 

モバイルアトラクション 赤外線アプリ対応シリーズを利用し、場内に設置した各アクセスポイントで赤

外線通信を行うことにより、あらかじめダウンロードしたゲームを開始。 

獲得ポイント数に応じて景品を取得。 

ゴンドラＢＧＭシステム 大観覧車ゴンドラ内で、M-stage music によりあらかじめダウンロードした局の

中から好きな局を選曲し、高い音質の音楽を聴くことが可能。 

アトラクション 

混雑情報サービス 

ｉモードでアトラクションの混雑情報（待ち時間）がリアルタイムに確認でき、同

時に場内大型モニターに表示。 

ライブ映像配信 イベントや場内の風景、イルミネーションのライブ映像をＦＯＭＡビジュアル端

末へ配信。 

それ以外の携帯端末へは静止画で配信。 

フォトギャラリー スタッフがＦＯＭＡで場内のイベント等を撮影し、Web サーバへの送信と同時に

ホームページ上に掲載が可能。 

券売機・売上管理 

システム 

場内に敷設されたＬＡＮに接続されたタッチパネル式券売機を導入し、当常時

にチケットをバーコードリーダーで読み取ることで、リアルタイムに売上情報と

着検情報の把握が可能。 

事業所コードレス 

システム 

内線通話によりスタッフ間の連絡体制を強化し、さらにブラウジング機能で携

帯サイトの閲覧とアトラクションの待ち時間の入力及び確認が可能。 

（資料）ＮＴＴドコモ資料 

 
また、ぴあは、この 10 月より「電子チケット」サービスを開始した。これは、イベントの検索

から販売決済、入場までの一環処理することができるシステムである。会員登録（無料）したユー

ザーが映画等、欲しいチケットを購入すると（クレジットカード等により決済）、ユーザーごとに
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与えられた電子私書箱にその「電子チケット」が配信される。電子チケットを携帯電話（ＮＴＴド

コモの 504ｉシリーズ以降の機種）やＩＣカード（ＮＴＴコミュニケーションズのセーフティパス）

に事前にダウンロードし、会場に設置されている認証用の機器「デジゲート」に携帯電話の赤外線

通信機能を使ってデータを送信（ＩＣカードはかざすことにより実施）すると、本人確認がなされ、

そのまま入場することができるというものである。 

ぴあでは、電子チケット発行の手数料を 210 円／枚（但し、映画等、安価な場合は無料）とし、

電子チケットの発行に併せてチケットのイベント関連グッズ販売や周辺レストランで使用できる

割引券といった電子クーポンサービスも併せて提供している。なお、当面のサービスの利用が可能

な施設は、表２－４－３に示す首都圏を中心とした 40 ヶ所程度の施設に限られるが、来年度中に

は 300 件以上に拡大する計画としている。 

 

表２－４－３ 

デジゲート設置施設 

施 設 施       設       名 

映画館 丸の内ルーブル、渋谷東急、渋谷ジョイシネマ、ル・シネマ

（※）、シネフロント（※）、新宿ミラノ座（他、8 館） 

ホール・劇場 日本武道館（※）、新国立劇場、オーチャードホール（※）、シア

ターコクーン（※）、渋谷公会堂（※）、ＰＡＲＣＯ劇場（※）、青山

円形劇場（※）、後楽園ホール（※）、中野サンプラザ、グリーン

ホール相模大野、市川市文化会館 

ライブハウス Zepp TOKYO（※）、SHIBUYA－AX、渋谷 CLUB QUATTRO、リ

キッドルーム、新宿 LOFT、新宿 MARZ、CLUB CITTA' 

スタジアム 東京ドーム（※）、横浜国際総合競技場（※）、市原臨海競技場

（※）、ジュビロ磐田スタジアム（※） 

その他 幕張メッセ（※）、原宿・新ビッグトップ（※）、国立代々木第二体

育館（※）、東京体育館（※） 

（※）：ベント毎にスポット的に設置される施設。 

（資料）ぴあホームページ 
 

 

さらに、ＮＥＣは、2003 年９月より、赤外線通信機能付きの携帯電話に対して、店舗設置用の

端末などから電子チケットを配信するシステム「LightHolder」を発売した（図２－４－３、２－

４－４）。従来は、利用者が携帯電話のＷｅｂサイトへのアクセスし、必要なものをダウンロード

することにより入手することが多かったが、本システムにより、利用者は、携帯電話を店舗の端末

にかざすだけで、店舗のクーポンや会員証などの電子チケットを、赤外線を使って携帯電話内のア

プリケーションに保存することができるようになった。赤外線で店舗端末からダウンロードできる

ので、利用者にとって通信コストがかからないというメリットがある。 

LightHolder は様々な用途での展開が想定されている。例えば、ビデオレンタル店での電子会員

証やポイントの配信、コンサート会場でのチケット確認（電子チケットはあらかじめＷｅｂサイト
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からダウンロード）、複数店舗での共通ポイントサービスなどとしても利用できる。ＮＥＣは 2004

年１月より、ＮＴＴコミュニケーションズと共同で LightHolder を使ったポイントカードサービス

の商用化実験を東京・秋葉原で実施する計画である。 

 

 

図２－４－３ 

LightHolder の概要 

  
（資料）ＮＥＣホームページ 

図２－４－４ 

 LightHolder の画面（携帯電話） 

 

 

 

その他、ＮＴＴドコモとソニーは共同で、ＪＲ東日本の「Suica」と同じ方式の非接触ＩＣカー

ド技術「FeliCa」の機能を来年から携帯電話に搭載し、併せて、ＩＣカード機能を搭載した携帯電
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話のモバイルサービス・プラットフォームを提供する新会社「フェリカネットワークス」を設立す

ることを発表している。今後は、キャッシュカードやクレジットカード、交通機関のプリペイドカ

ード、各種チケット、会員証、ポイントカード等、多彩な価値が携帯電話の中に組み込まれ、携帯

電話一つで、ショッピングから交通機関、遊園地やコンサートホール等の場において、安全で簡単、

かつスピーディな利用が可能になると見込まれている。 

 

４－４. 映像サービス 

第３世代携帯電話の登場によって、いよいよ携帯電話でも映像情報を送受信できるようになった。 

ＮＴＴドコモは、ニュースや映画の予告編といった映像・音声データや「実写推理事件簿」とい

ったミニ推理ドラマ、厳選旅館情報等を視聴することができる「ｉモーション」サービス（表２－

４－４）や、端末で撮影、またはダウンロードした動画を添付ファイルとしてメール送信すること

ができる「ｉモーションメール」サービスを開始している。 

 

表２－４－４ 

ｉモーションの概要 

iモーション
（http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/imode/im/index.html）

これまでの放送ジャンル
ニュース・天気、TV、音楽・映画、グラビアアイドル・芸能、趣味・エンターテイメ
ント、CM集の6ジャンルで構成される。

番組数

122件のコンテンツが現在利用可能（2003年10月24日現在）。
■ニュース・天気
朝日・日刊スポーツ、KYODOiNEWS、WNI気象情報、読売・報知・巨人など
■TV
TBS、日本テレビなど
■音楽・映画
iカラDX、東芝EMIなど
■グラビアアイドル・芸能
タレントエンタメ王国、山岸伸写真館など
■趣味・エンターテイメント
i世界名作劇場、学研iチャンネル、こだわりの得宿、モバイルファミ通、ゴルフ
PAR72、待受アートパラダイスなど
■CM集
iディノス、CLUBサントリーなど

料金体系
・無料と有料双方のコンテンツがあるが、基本的には有料。
・有料コンテンツの場合は300円程度が上限。

放送形態
・受信速度最大384Kbpsのパケット通信を用いてのコンテンツ配信が基本。
・1部コンテンツでは、データをFOMA本体にダウンロードしての再生が可能。

その他

・FOMA向けサービスの1つだが、現在はiモーションメールなどのサービスも登
場してきており、FOMAの目玉サービスというわけではない。
・コンテンツはニュースなどのように積極的に動画を配信するものから、iモード
サイトに動画や画像を追加することでiモーションのコンテンツとして扱っている
ものまで、その動画利用などの方法は多様。
・iモーションの特徴として掲げられている高速パケット通信を用いた動画配信を
行っているコンテンツはニュースなど一部に限られる。

（資料）ＮＴＴドコモホームページ
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また、ＮＴＴドコモでは、2002 年 10 月よりＦＯＭＡを使っての映像ストリーミングサービス「Ｍ

－stage Ｖライブ」の商用サービスも開始している。これは、カメラで撮影されたリアルタイム映

像や、録画しておいた映像データを、いつでもどこからでも見ることができるようにしたものであ

る（表２－４－５）。利用者は、指定された電話番号に電話をするだけでライブ映像を視聴するこ

とが可能である。現在のところ、映像配信は短時間のものに留まっているが、競艇のレース中継等

が配信されており、また、岐阜県大野町では、保育園や児童館で過ごす子供の様子を親がいつでも

見られるような映像配信サービスも行われている。今後は、店舗や住宅の監視や災害に備えての河

川や橋梁、交通の状況等を監視するといった利用形態も展望されている。 

 

表２－４－５ 

Ｍ－stage Ｖライブの概要 

M-stage　V　ライブ
（http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/mstage/vlive/index.html）

実施サービスの概要
遠隔地へFOMAやPDAを利用して様々な映像をリアルタイムで配信するも
の。利用者からの特定情報料課金が可能なため、単純に映像配信を行うだ
けでなく、宣伝・PR・イベント中継など様々な利用手段が考えられる。

利用形態

Vライブを利用する場合には2種類の形態がある。
■Freeチャンネル■
・テレビ電話機能付きのFOMA端末で利用可能。アクセス番号にかけること
で、誰でも無料で視聴可能。
・映像コンテンツの審査は不用。
・企業の広報活動や学園祭などのライブ中継など、告知に便利。
■Member'sチャンネル■
・テレビ電話機能付きのFOMA端末で利用可能。
・利用には映像提供者側が任意に設定する利用料金が必要。
・映像提供者側からドコモへ登録のあったユーザのみ視聴可能。
・収納代行やセキュリティが確保されていることから、社内情報の共有や会
員向けの限定映像配信などに便利。
・利用にあたっては企画書によるドコモ側の審査が必要。

料金体系

・Freeチャンネルの場合は無料
・Member'sチャンネルの場合には、月額100円のインフォゲート契約料と、
チャンネル毎に設定された（任意）利用料が必要。
・コンテンツ配信を行う場合には、ライブ映像の配信で約51,000円／月～、
アーカイブ映像で約２万円／月～、CS放送利用（30分枠買取）で約100万～
150万円／回

放送形態

・FOMAの場合には通常のテレビ電話機能と同様に、アクセス番号を入力し
て使用を開始する。
・コンテンツの受信速度が64Kbpsのため、コンテンツの映像品質はそれほ
ど高くない。
・映像は現地からカメラと編集用PC（エンコーダ用）、それにストリーミング
サーバ（Vライブセンタ）を経由してFOMAなどへ送られる。

その他

・M-stageには「M-sgage Vライブ」に加えて「コンテンツ・アプリケーション」
「M-stage book」「位置情報コンテンツ」「moperaメール」があるが、FOMAを
対象としたサービスはVライブのみ。他のサービスはPDAやPHSの利用を想
定している。
・M-stage Vライブに関しても、FOMAだけでなくPDAとカード型PHSを組み合
わせた形態による利用もサポートしている。
・Vライブの利用に際しては設備登録申請やWebサイトの構築、回線調整、
ユーザへの告知など手続きが多い。利用料も高額なことから、個人利用で
はなく企業のPRや大規模イベントのプロモーションなどを想定している。

（資料）ＮＴＴドコモホームページ
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さらに、ＮＴＴドコモでは、テレビ電話機能を使っての多地点からのリアルタイムコミュニケー

ションを実現する「Ｍ－stage ビジュアルネット」も開始している。これは、①映像画面を４分割

して４人で画像付チャットとして利用、②接続中の利用者の発言に反応して映像画面が切り替わる

（最大８端末）、③指定した端末から流れる映像のみを接続中の他の端末（最大７端末）に表示す

ることができるといった機能を有するサービスである。Ｍ－stage ビジュアルネットでは、建設会

社が複数の現場を結んでのミーティングや、建設現場の状況を見ながらの会議といった用途が見出

されている。 

その他、映像サービスについては、ボーダフォンも、最大 10 秒間の音声付動画メールの送受信

サービスを展開する等、各社とも積極的に展開している。 

 

４－５. ゲームサービス 

ゲームも年々進化を遂げ、最近では、Java や３Ｄポリゴンによる３次元感覚のゲームが登場す

るようになっている。例えば、「リッジレーサー」や「インテリジェントキューブ」、「電車でＧ

ｏ！」等、プレイステーションでの人気ソフトも配信されるようになってきている（表２－４－６）。

また、スクウェア・エニックスとＮＴＴドコモは、ＦＯＭＡの次期モデル対応の iアプリコンテン

ツとして、ドラゴンクエストとファイナルファンタジーの第一作目の完全移植版を開発している。 

なお、現在では、ブラウザを利用したゲームはパケット料金がかさむため、殆ど見られなくなっ

ており、それに代わって、Java を利用して通信を不要にした、あるいは、差分のみのデータのや

り取りで済ませるようにしたゲームが主流となっている。 

 

表２－４－６ 

主な携帯電話向けゲーム 

会社名 ゲーム名 種  類 料  金 

ナムコ リッジレーサー レーシング 500 円／ダウンロード 

 太鼓の達人 音楽ゲーム 300 円／月 

ハドソン ミラクルくえすと２ ＲＰＧ 300 円／月 

スクエア・ タクティカルクエスト ＲＰＧ 300 円／月 

エニックス ドラゴンクエストモンスターズ 育成ゲーム 300 円／月 

セガ ポケットキングダム 対戦ゲーム 300 円／月 

タイトー モバ犬生活 育成ゲーム 300 円／月 

ドワンゴ ウルティマオンライ ＲＰＧ 300 円／月 

ジーモード ソーサリアン ＲＰＧ 300 円／月（他のＲＰＧの利用料を含む） 

（資料）日経産業新聞 2003 年７月 22 日 
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４－６. ホットスポット 

ホットスポットは、無線ＬＡＮを利用して、街中でインターネットに誰もが簡単に接続できるよ

うにするエリアを提供するもので、ユビキタス環境を創出する新たな通信サービスとして注目され

ている（表２－４－７）。 

現在、ホットスポットは、喫茶店や飲食店、量販店、商店街・地下街、交通機関の待合室、ホテ

ル・旅館、役所や公民館、図書館等の公共スペース、その他展示会場等での設置が続き、急速に普

及している。日刊工業新聞によると、2002 年 12 月末の公衆無線ＬＡＮ基地局は約 6,000 箇所にも

上っている。 また、FREESPOT 協議会によると、2003 年９月末現在で FREESPOT 協議会に登録さ

れているフリースポット（ユビキタス環境の拡大や、設置先の店舗等の付加価値を高めるといった

目的のために導入するものが多く、無料サービスが中心）は、全国に 1,039 箇所となっている。 

さらに、ＮＴＴコミュニケーションズでは、東京・秋葉原電気街において、無線を使って屋外で

もパソコンのネット接続が可能になる「秋葉原ホットスポット屋外サービス」をこの 10 月から開

始した。これは、秋葉原中央通りに無線ネット接続のアクセスポイントを設け、エリア内のどこか

らでもブロードバンド接続ができるようにするものであり、従来のホットスポットを面的に広げる

ものといえる。ＮＴＴコミュニケーションズでは、本サービスにより、同社のホットスポット利用

者のさらなる増加と共に、高速ブロードバンドサービスの屋外における利用シーンの創造を図ると

としている。 

ホットスポットは、ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画でも取り上げられており、今後のさらなる発展が期

待されている。 

 

表２－４－７ 

ホットスポットサービスの例 

企   業   名 サービス名 月額料金 備     考 

モバイルインタ^ネットサービス GENUINE 2,400 円  

ＮＴＴコミュニケーションズ ホットスポット 1,600 円 秋葉原ホットスポット屋外サービスの

利用も可能。 

ＮＴＴ西日本 フエッツスポット   800 円  

ＮＴＴドコモ Ｍｚｏｎｅ 2,000 円  

ＮＴＴ東日本 Ｍフレッツ   200 円 フレッツ（同社のインターネットサービ

ス）の利用者に限定 

Yahoo Yahoo! BB モバイ

ル 

2,280 円 接続のみは1,580円、Yahoo! BBの会

員は 990 円 

（資料）情報通信総合研究所「情報通信ハンドブック」などにより作成。 
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４－７. 家庭内のコントロール 

その他、携帯電話を使った新サービスとして、外から家の家電等の機器を操作するといったサー

ビスが展開されるようになっている。 

 

４－７－１． 家電のコントロール 

三菱重工は、携帯電話を利用して外出先からエアコンを操作する「ｅ－＠ｉｒ」（イーエア）シ

ステムを提供している。これは、携帯電話から自宅のパソコンに暗証番号付きのメールを送信する

ことにより、エアコンスイッチのオン・オフから温度、風量等の運転モードを室内にいる時と同じ

ように設定することを可能にするものである。 

㈱アイラテは、松下電器産業が開発したブロードバンドレシーバーを使って、携帯電話を使って

テレビの番組を録画する（予約も可能）ことができるダイレクト録画予約サービスを開始した。こ

れは、アイラテが提供する携帯電話のテレビ番組ガイド（ＥＰＧサービス）を利用して、家のビデ

オレコーダーにテレビ番組の録画を可能にするものである。本システムは、ハードディスク内臓Ｄ

ＶＤビデオレコーダーにブロードバンドレシーバーを接続（レシーバーはルーターに接続）するだ

けで利用が可能となっており、300 円／月で提供されている。 

 

４－７－２． 家庭内のモニタリング 

㈱アイラテでは、①で述べたシステムを使って留守宅等の様子を外から確認することを可能にす

るサービスも開始している（料金は録画サービスと別途）。これは、ブロードバンドレシーバーに

デジタルビデオカメラを接続することで、カメラで撮影された静止画を携帯電話から確認すること

を可能にするというものである。 

また、ＮＴＴ－ＭＥも、マンション向けのモニタリングサービスを実施している。これは、監視

カメラを室内に設置することで、子供やペットの様子を携帯電話で確認できるようにしたシステム

で、950 円／月の価格で提供している。 

 

４－７－３． セキュリティコントロール 

アイホンとＮＴＴドコモは、共同で「モバイルテレビホン」を開発している。これは、留守中に

訪問者が玄関のインターホンを押すと、携帯電話に転送して来客を知らせるとともに、そのまま携

帯電話で訪問者との会話ができるようになるというものである。来客を知らせる携帯電話への着信

にすぐに対応できない場合でも、インターホン内蔵のカメラで自動撮影した画像データがＮＴＴド

コモに蓄積され、ｉモードを使って訪問者の顔を確認することができる。さらに、不審者などの画

像を保存することができ、防犯対策にも役立つとされている。本サービスは、400 円／月（機器は

別途購入）で提供されている。 

また、ＮＴＴドコモ等では、バイミックスインターナショナル社が開発した、携帯電話によって

玄関の施錠を行うロックシステム「ＪＡＩＬＯＲ」を使った施錠サービスも提供している。この他
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にも、松下電工や三洋電機、セコム等は、それぞれマンション向けの来訪者を携帯電話でチェック・

応対するシステムを販売している。また、携帯電話を使って、照明や窓の開閉などの状態を確認で

き、さらに不正侵入を感知し異常が発生した場合に携帯電話にメールで知らせる「留守モード」シ

ステムもドコモシステムズより発売されている。 

 

４－８. テレマティクス 

現在、ＶＩＣＳ（Vehicle Information and Communication System）やＥＴＣ（Electronic Toll 

Collection System）を始め、ＩＴＳ（Intelligent Transport System）が本格展開しているが、

その中で、テレマティクスが注目を集めるようになっている。これは、ＩＴＳを構成する概念の一

つであり、ＩＴＳが自動車全体のインテリジェント化を目指すのに対し、テレマティクスは、自動

車を利用しての様々なシーンにおける利便性の向上等を目指しているものといえる。 

テレマティクスにおいて利用が想定されているサービスは、大きく２つに分けられる。一つは、

他のモバイルサービスと共通するサービスで、①一般情報提供、②エンターテインメント、③コミ

ュニケーション、④モバイルコマースである。そして、もう一つは、自動車に固有のサービスで、

⑤ナビゲーションサービス、⑥安全・緊急時サービス、⑦車両情報利用サービス・インテリジェン

トカー、⑧商用車代行利用サービスである。具体的な内容例を表２－４－８に示す。 

テレマティクスの主なインターフェイスとなるカーナビゲーションシステムは、音声認識に対応

しているものが増えており、運転中でも画面を見ないで操作することが可能になっており、機械を

利用していることを意識せずに簡単に使えるようになっている。 
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表２－４－８ 

テレマティクスにおける主なサービス 

  概           要 

 ①一般情報提供 ・ニュースや、天気、交通情報、タウン情報等、ドライブ先の状況把握

に必要なものを提供。 

 

 

他 

②エンターテインメント ・音楽のダウンロードに加え、渋滞時や同乗者の気分を和らげるため

の映画等のダウンロードやネットワーク型ゲーム、カラオケサービス等

を提供。 

と ③コミュニケーション ・電子メール、インターネット接続等のサービスを提供。 

共

通 

④モバイルコマース ・ショッピングサービスを提供。また、タウン情報等と組み合わせて、ク

ーポン等を提供するサービスもある。 

・これらは、ドライブ中に、会員登録をした店舗等の近くを通った時に

自動的に情報を車に配信するサービスを行う。また、エリア広告とし

て、一定のエリア内に入ると自動的に広告が配信されるというサービ

スも。 

 

 

自

動 

⑤ナビゲーションサービス ・地図情報配信、位置情報、最適経路・渋滞情報案内等。 

・これらは、ＤＶＤやＣＤ－ＲＯＭに保存した地図ではなく、ダウンロード

して利用することが可能なので、常に最新の地図情報を利用すること

ができる。 

車 ⑥安全・緊急時サービス ・盗難対策、車両追跡、緊急情報等のサービスを提供。 

固

有 

⑦車両情報利用サービス ・エンジン等の故障を自動的に検知、または、それらの状態を遠隔

診断することができるサービスを提供。 

 ⑧商用車運行管理 

 

・トラックやタクシーのデリバリー管理等。 

・例えば、宅配サービスでは、各担当者の状況を随時確認することが

でき、また、セールス等においては急な予約や依頼等によるスケジュ

ール追加にも柔軟に対応することを可能とする。 
（資料）藤田憲一「テレマティクス」等により作成 

 
 

４－８－１.  ヘルプネットの緊急通報サービス 

表２－４－８のうち、安全・緊急時サービスについては、現在、日本緊急通報サービス社が「ヘ

ルプネット」として緊急通報サービスを展開している（表２－４－９）。これは、ＩＴＳの中のメ

ーデーシステムと呼ばれる緊急通報システム技術を利用したサービスである。車に搭載した専用機

のボタンを押すこと等により専用機がＧＰＳによって自らの場所を確認、自動的にヘルプネットサ

ービスに接続し、データを送信する。ヘルプネットサービスのオペレーションセンターは当該車の

現在位置や車両情報を把握し、通報者との会話等により詳細な状況を確認すると共に、通報者の要

請により警察・消防・ロードサービス等の救助機関に連絡する。また、エアバック連動機の場合は、

事故等で重傷を負い、自力で通報することができない時でも自動通報することが可能となっている。 

その他にも、休日・夜間の急病などの際に、最寄りの対応可能な病院を検索することもできる。

なお、ヘルプネットでは、ＧＰＳナビゲーション機能付携帯電話を使っての同様のサービスも展開

している。 
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表２－４－９ 

ヘルプネットのサービス概要 

  概        要 

車

戴

機

利

用 

サービス内容 ・緊急通報サービス 

・①人身・対物事故が発生した際、②運転者や同乗者が急病等に陥った際、③

自動車の事故・故障時の際、④犯罪等による緊急事態が発生した際等に、ボ

タンを押すこと等により車載機から現在位置及び走行軌跡データがオペレー

ションセンターに自動発信。 

・オペレーションセンターは現在位置や車両情報を把握し、通報者との会話、要

請により警察・消防・ロードサービス等の救助機関に接続、支援を要請。 

・夜間、休日における診療可能な医療機関の検索サービス 

・ロードサービス（オプション） 

・故障時の緊急修理、レッカー・脱輪牽引サービス。 

・事故・故障時等における宿泊・帰宅旅費・レンタカーサービス。 

 料金 ・入会金 6,000 円（但し、2004 年３月末までは無料）。 

・会費は 4,200 円／年。 

・オプションのロードサービスは 2,100 円／年。 

・車戴機の費用は別途。 

携
帯
電
話
利
用 

サービス内容 ・ＧＰＳナビゲーション機能付携帯電話を使ってのサービス 
・車戴機を使っての緊急通報サービスや夜間休日の医療機関情報サービス、ロー

ドサービスといったメニューに加え、日常生活や海でのレジャーにも対応。 
・急病・ケガ（消防）、ストーカー・ひったくり等事件・事故（警察）の際に、救援機
関に通報。 
・海でトラブルが発生した際には海上保安庁に接続。 

・また、自分の居場所を伝えたい人に、連続的に自動で地図付きメールを送ること
ができるサービスも開始。 
・子供や老人等の外出時における居場所確認や、待ち合わせ等において利用。

 料金 ・会費は 315 円／月。 
・オプションのロードサービスを加えると 525 円／月。 

（資料）ヘルプネットホームページ 

 

４－８－２． 車両追跡サービス 

盗難時等における車両追跡サービスも活発に展開されている（表４－10）。例えば、セコムでは

「ココセコム」サービスの一環として車両追跡サービスを実施している。これは、専用装置を自動

車に搭載することで、盗難時にその車の位置を検索することや、自動車に異常があった場合等に持

ち主に通報すると共に、警告音等を発することを可能にするサービスを提供している。また、綜合

警備保障も、「カービィボックス」として、車の盗難予防サービスを進めている（図２－４－５）。 

その他、東京海上火災とオムロン、及び三井住友海上と矢崎総業等も、それぞれ独立に自動車の

盗難防止システムを開発、サービスの提供を行っている。 
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表２－４－10 

自動車盗難予防サービスの例 

企 業 サービス 概       要 料  金 

セコム 

（ココ 

セコム） 

位置情報 

サービス 

・利用者の問い合わせにより、自動車の所在を検

索、顧客に位置を連絡 

・要請に応じて緊急対処員が急行 

・必要に応じて警察にも通報 

・加入料 5,000 円 

・基本料金 900 円／月 

・機器、職員の急行等は

別途料金 

 異常監視 

サービス 

・盗難等による車両の移動が発生した際、振動等

の異常を感知し、セコムへ信号を送信、顧客に

連絡 

・要請に基づき、緊急対処員が急行 

・状況に応じて警察にも通報 

・専用機ではなく、カーナビを利用したサービス等

もあり 

・加入料 5,000 円 

・基本料金 2,400 円／月 

・機器、職員の急行等は

別途料金 

綜合警備 

保障 

カービィ 

ボックス

・車に異常が発生すると、情報管理センターよりメ

ールで顧客の携帯電話に通報 

・車両の位置情報の検索やハザードランプの点

滅、ホーンの鳴動が顧客の携帯電話から操作

できる 

・オプションで職員を急行 

・加入料 5,000 円 

基本料金 2,200 円／月 

・ 機器、職員

の急行等は別途料金 

（資料）各社ホームページ 

 

図２－４－５ 

カービィボックスの概要 

（資料）綜合警備保障ホームページ
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４－８－３． 自動車メーカーによるテレマティクス総合サービス 

現在のところ、総合的なテレマティクスサービスは、自動車メーカーによるものが中心である。

通信機能を持つカーナビを用いた、メールの送受信や位置情報、嗜好情報を基にした店舗情報や観

光情報をカーナビの画面上に表示するといった、情報提供サービスが展開されている。主なものは、

次の通りである。 

 

ⅰ）トヨタ自動車「Ｇ－ＢＯＯＫ」サービス 

自動車最大手のトヨタ自動車は、2002 年より新サービス「Ｇ－ＢＯＯＫ」を開始した。「Ｇ－

ＢＯＯＫ」は、それまでのトヨタの会員制情報サービス「ＧＡＺＯＯ」と、車向け情報サービス「Ｍ

ＯＮＥＴ」に、同社のナビゲーション技術を融合させた新しいネットワークサービスで、デジタル

メディアサービス㈱が運営している。ネットワークに接続した専用カーナビゲーションを利用する

ことによって、ナビゲーションだけでなく各種のコンテンツ提供や有人の事故・故障対応等が受け

られる。また、提供されたコンテンツから希望の店を選択し、目的地までのカーナビゲーションサ

ービスも利用することができる。さらに、Ｇ－ＢＯＯＫ対応車に搭載される情報端末は、パソコン

との間でデータを受渡しできる他、コンビニなどに設置されるマルチメディア端末「Ｅ－ＴＯＷＥ

Ｒ」との間でも、メモリーカードを使ったデータのやり取りが可能である。 

具体的な提供サービスは、「ライブナビゲーション」、「インフォメーション」、「エンターテ

イメント」、「コミュニケーション」、「セーフ＆セキュリティ」、「ｅコマース」の６種類があ

る（表２－４－11）。 

 

表２－４－11 

Ｇ－ＢＯＯＫサービスの概要 

 概           要 

ライブナビゲーション 飲食店やホテル、娯楽施設の案内等。 

無料利用は最寄店の検索など一部に限られ、マップル、るるぶ、ぐるなびなどは

有料。 

インフォメーション ニュース、天気予報、道路交通情報、駐車場などの案内等。 

株価、釣りなどを除き、大半が無料で利用可能。 

エンターテイメント 占い、カラオケ、ゲームなどの提供等。 

トヨタが提供する占いやゲーム以外の大半が有料。 

コミュニケーション メール受信、掲示板、スケジュール、アドレス帳などの提供等。すべて無料。 

セーフ＆セキュリテ

ィ 

有人による事故・故障（ＪＡＦへの取次ぎ）対応やマイカーの位置情報提供等。 

警備会社によるサービスなどを除いて、有人サポートなどは無料。 

ｅコマース オンラインショッピングの提供。無料。 
（資料）Ｇ－ＢＯＯＫホームページ 

 



１２６ 

ネットワークに接続するには、利用者の携帯電話を接続する場合と、ＭＤＣと呼ばれる通信用端

末から接続する場合とがある。契約するためにはＧＡＺＯＯ（トヨタが提供する情報ネットワーク

サービス）ＩＤが必要となるが、会員登録・年会費共に無料となっている（但し、表４－12 に示

すサービスの利用料金が別途必要である）。契約は、トヨタ販売店、または、Ｇ－ＢＯＯＫ対応カ

ーナビから可能である。契約を行うとＧ－ＢＯＯＫセンターのサーバー内にユーザー領域が設けら

れ、好みのコンテンツメニューを作成できる。これらのメニューにはパソコンやＰＤＡ、携帯電話

からもアクセスできるようになっている。 

 

表２－４－12 

Ｇ－ＢＯＯＫの料金体系 

*1 新規契約時の金額。「車両変更」、「G-BOOK 対応カーナビの交換」および「携帯電話接続から DCM

接続への変更」に伴う事務手数料は 1,000 円。 

*2 G-BOOK 対応カーナビからご利用時の通信費を含む。パソコン、携帯電話、ＰＤＡからの通信

費は別途。 

*3 WiLL CYPHA 向けの利用料金は特別価格。 

*  その他、パソコン､ＰＤＡ、携帯電話のみでＧ－ＢＯＯＫオンラインサービスを利用する場合は、

Ｇ－ＢＯＯＫライト利用料金（月額 200 円）が必要。また、電話料金、プロバイダ料金なども利用

者負担。 
（資料）Ｇ－ＢＯＯＫホームページ 

 
 

Ｇ－ＢＯＯＫサービスの加入者数は、2003 年 7 月現在で約 15,000 人となっている。サービス開

始当初の唯一の対応車種である「Will CYPHA」の販売台数が 19,000 台であり、大半は同車のユー

ザーとなっている。但し、この７月にはＧ－ＢＯＯＫの拡充サービスが発表されており、対応カー

ナビの追加などにより 2003 年にはトヨタの８割の車種でＧ－ＢＯＯＫ対応を目指している。追加
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サービスなどにより加入者も 2003 年末までに 20 万人の目標を設定している。また、Ｇ－ＢＯＯＫ

は、三菱自動車、ダイハツ、富士重工へも提供が行われる予定で、今後、さらなる加入者の増加に

期待が寄せられている。 

 

ⅱ）日産自動車「カーウイングス」サービス 

日産自動車でもテレマティクスサービス「カーウイングス」を展開している。これは、利用者の

携帯電話を使ってネットワークに接続し、各種の情報を入手するというものである。 

カーウイングスが提供するサービスは、表４－13 に示す「コンパスリンクライト」と「Auto DJ」

の２つが柱となっている。前者はオペレーターを介した目的地検索と情報提供が中心であり、後者

は各種コンテンツ（番組）を提供するもので、交通情報や天気、ニュース、周辺情報等をディスプ

レイに表示する。他に受信専用のメールサービスなどもある。 

料金は、入会金 2,000 円の他、サービス利用料金として 450 円／月（年間一括払いの場合 5,000

円）が必要である。なお、日産では、当初、「COMPASSLINK」というカーナビと携帯電話を利用し、

オペレーターとの会話を通じて、種々の情報を提供するサービスを 2,500 円／月（休日のみ利用は

1,250 円／月）で実施してきたが、カーウイングスは、COMPASSLINK を含めてのサービスを 450 円

／月で提供している。 

 

表２－４－13 

カーウィングスサービスの概要 

 概           要 

コンパスリンクライト オペレーターとの対話で目的地の検索等を行う。有人サービスなのでうる覚えの目的

地を検索も可能。渋滞情報の他、病院案内・故障対応もオペレーターが対応する。な

お検索結果はオペレーター側から端末へダウンロードして利用する。 

なお、対応時間は、病院案内と故障対応のみが 24 時間対応で、その他のサービス

は AM7:00 から PM22:00 までの時間に限定される。 

Auto DJ 各種コンテンツ（番組）をネットワーク経由で提供するサービス。飲食店、ホテル、駐

車場、占い、ニュース、天気予報などの番組がある。マイカーの位置情報を他者に送

信できる機能等も装備。 

その他 カーナビゲーション、メールサービス、ハンドフリーフォン等。 

メールは音声読み上げ機能対応。 

（資料）カーウィングスホームページ 

 
テレマティクスの第１世代であるトヨタのＭＯＮＥＴや日産の INTERLLINK は、利用者からのコ

ールにオペレーターが応えるという１対１形式のサービスであったが、Ｇ－ＢＯＯＫやカーウイン

グスは、サービスプロバイダーが多数の利用者に対して提供するものであり、１対ｎのサービスへ

と進化している。 

 

ⅲ）ホンダ「インターナビ」サービス 

ホンダのテレマティクスサービス「インターナビ」は、有人サービス等の一部のサービスを除き、
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年会費・利用料共に無料となっていることが大きな特徴である。提供されるサービスの内容は、Ｖ

ＩＣＳと携帯電話を利用したナビゲーションが中心である（表４－14）。他社が目的地の検索や案

内に注力する中、目的地にいかに早く到着できるかに比重をおいたサービスを展開しているといえ

る。ＶＩＣＳ情報をホンダのセンター側で一元管理し、幹線道路・高速道路・エリアといったそれ

ぞれの道路状況を勘案したナビゲーション情報を提供することで、従来のカーナビ単体よりも効率

的なナビゲーションを実現している。また、ＶＩＣＳ情報が提供されていない道路に関して、サー

ビス加入車が実際に走行した所要時間などのデータをサービス全体で利用するシステムは自動車

会社では初めてのものとなっている。 

 

 

 

表２－４－14 

インターナビサービスの概要 
 概           要 
インターナビＶＩＣＳ 通常のナビゲーションの場合、幹線道路・高速道路・エリア情報の３つをそれぞれ

ＶＩＣＳ光・電波ビーコンと FM 多重放送とで受信するため、目的地までの全行程の
道路状況の把握などが困難だった。これに対してインターナビＶＩＣＳではインター
ナビ情報センターがそれら情報を一元管理し、目的地までの最適ルートを携帯電
話による通信によってマイカーに提供する。 

プレミアムメンバー
ズＶＩＣＳ 

ＶＩＣＳ情報未提供の道路において、それらの交通状況を、インターナビ・プレミア
ムクラブメンバーの自動車自体をセンサーにして収集し、メンバー間で活用する
新しいシステム。あらかじめ設定された道路区間をメンバーの車が走行した際、
その所要時間情報をインターナビ情報センターに送信、付近を通行するメンバー
への交通情報として提供する。メンバーが増えるほど情報量が増え、より高精度
なルート案内が可能となる。 

その他 ・ニュース、天気予報、交通情報、飲食店などのお店情報の提供 
 ・地図データの更新（ＤＶＤの交換、ＨＤのデータ書き換え） 
 ・メールの送受信とマイカーの位置情報送信 
・故障対応などを行うオペレーターによるサービス「ＱＱコール」（有料：入会金
2,000 円、年会費 4,000 円） 

 ・オイルやタイミングベルトなどの部品交換の自動通知 

（資料）インターナビホームページ 
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図２－４－６ 

インターナビＶＩＣＳの概要 
  

（資料）インターナビ・プレミアムクラブホームページ 
 

図２－４－７ 

プレミアムメンバーズＶＩＣＳの概要 

 
（資料）インターナビ・プレミアムクラブホームページ 

 

なお、インターナビの加入者数は、全体で約 20 万人と発表されている（但し、これにはパソコ

ンやＰＤＡからの接続のみを行っているユーザーが相当数いると推定されており、実際の加入者は

大幅に少ないと思われる）。 
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４－８－４． ＮＴＴドコモ「ｉナビリンク」 

ＮＴＴドコモでも、テレマティクスサービスとして、「ｉナビリンク」サービスを展開している。

これは、カーナビとｉモードを融合させたサービスで、テレマティクスサービスのプラットフォー

ムとして利用が進んでいる。ｉナビリンクの概要は、表２－４－15 に示す通りである。 

 

表２－４－15 

ｉナビリンクの概要 
 概       要 

システム概要 ・ｉナビリンク対応ｉモード携帯電話とｉモード対応カーナビを接続 
・カーナビのワイド画面でｉモードの豊富なオンラインサービスやｉモードメールを

利用することができるｉモード携帯電話の機能の一つ 

ｉナビリンクサイト ・ｉナビリンクサイト（カーナビ向け位置データ付きサイト）で検索した店舗や施設
等をカーナビの地図上にピンポイント表示することが可能 

・さらに、その場所を目的地としてセットすれば、カーナビが自動的に道案内を
実施 

ｉモードメール ・ｉモード対応カーナビであれば、カーナビのメーカーや機種を問わず、現在地や
目的地等の位置をｉモードメールでやりとりすることが可能 

費用 ・ｉモード利用料 315 円／月と通信料のみ（一部有料サイトを利用した場合は、別
途ｉモード情報料が必要） 

（資料）ＮＴＴドコモホームページ 

 

４－８－５． その他 

その他、カーナビゲーションの進化形として、パイオニアでは地図情報を自動更新するカーナビ

ゲーションシステムを販売している。これは、地図を年２回（５月と 11 月）、全面的に自動更新

するのに加え、国道等の主要幹線道路についても毎月更新するというものである。 

また、アルパインでは、自動車を降りた後の目的地までのルート案内を携帯電話で見られるとい

うアイアシストナビサービスを展開している。 
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５． 地上波デジタル放送関連ビジネスの動向 

 

地上波デジタル放送については、中長期的には、表２－５－１に示すようなサービスの展開が想

定されている。 

デジタル放送技術の特徴は、一般に、多機能、高画質・高音質、双方向、移動体受信といわれて

いるが、その中で日本の方式は、高画質番組（ハイビジョン）から標準画質画像までを自由に編成

し送信できる他、移動体での受信も可能な方式となっている。 

 

表２－５－１       デジタル放送による新サービス 

 概        要 

テレビ番組のマルチ構成 デジタル放送では、１チャンネル帯域当たり、高画質（ハイビジョン）番

組は１番組、標準画質番組では３番組の放送が可能。 

そのため、例えば、テレビのスポーツ中継が延長された場合、引き続

きスポーツ番組を高画質放送（２番組分の帯域を使用）で、本来の予

定番組を標準画質放送で放送するマルチ編成が可能。 

また、野球中継の場合に異なる方向からの画面を同時に放送して視

聴者が選択的に見ることや、年代別の教育番組を同時に放送して視

聴者が選択してみることが可能になる。 

5.1 サラウンドマルチステレオ 前方の左右中央、後方の左右、及び低音補強の１チャンネルを加えた

5.1 サラウンドマルチステレオが可能となり、高い臨場感を実現。 

電子番組ガイド テレビ画面上に番組表を表示し、リモコン操作で見たい番組を選んだ

り、見たい番組の視聴予約やビデオ等の録画予約が可能となる。ま

た、番組の延長等で放送時間が変更になった場合でもそれに合わせ

て自動的に録画時間も変更される。 

字幕サービス アナログ放送では専用の受信機が必要となっているが、デジタル放送

ではテレビに内臓（デジタル受信機に内臓）されており、リモコン操作

により画面上に表示させることが可能になる。 

データ放送 ＢＳデジタル放送では全国一律の情報を送信しているが、地域に

密着した細かなデータ放送サービスの提供が可能になる。例え

ば、地域独自のニュース、詳細な気象情報、交通情報、生活情報、

イベント情報等の提供が可能になる。 

双方向サービス 電話等の通信回線を通じ、クイズ番組への参加や番組へのリクエ

スト、テレビショッピング、テレビバンキング等がリモコン操作で可能

になる。 

ダウンロード テレビ・受信機のソフトウェアのオンラインバージョンアップをするこ

とが可能になる。 

（資料）ＮＨＫ受信技術センター編「地上デジタル放送」等により作成。 

 

また、番組以外のデータ放送として、インターネットと組み合わせた電子商取引やホームバ

ンキング、ニュース、天気予報、番組連動のテレビショッピングや音楽ソフト、ゲームソフト

のダウンロード等も可能になると考えられている。 

地上波デジタル放送に対する視聴者の期待についても、「画質や音質のよい番組」が６割以上に
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も上っており、その他、デジタル放送ならではの様々な機能に期待しているのが見て取れる（図２

－５－１）。 

 

図２－５－１ 

 

 

但し、今年 12 月に開始される地上波デジタル放送は、配信地域を東京・大阪・名古屋の三大都

市圏としており、番組も、基本的にはアナログ放送と同一の番組構成でスタートすることになる（全

体の２／３以上の番組が同じ構成になる予定である。なお、ＮＨＫでは、今年 12 月から開始する

地上波デジタル放送の番組構成について、基本的には現行のアナログ放送と同一にするが、デジタ

ル放送では大河ドラマを先行放送する等、一部をデジタル独自の編成にすることを発表している）。

当面のデジタル放送ならではのサービスとしては、①全体の１／２以上の番組をハイビジョン番組

として放送、②ニュースや天気予報、番組に関する情報等のデータ放送を配信し、視聴者はいつで

もその情報にアクセスすることができる、③電子番組ガイドの配信の３つから始まる見込みである。 

また、デジタル放送は、きれいな映像を移動体でも受信できるようになることにも大きな期待が

寄せられている。しかし、現在のところ、規格等の問題もあり、携帯端末等向けのデジタル放送サ

ービスの計画は具体的に進んでいない。但し、現在、東芝が中心となって設立されたモバイル放送

㈱が、2004 年からのサービス開始を目標に、放送衛星を使っての移動体向けの有料衛星デジタル

放送サービスを準備中である。これは、放送用衛星から 2.6GHz のＳバンドの電波を高出力で放送

するもので、全国から小型アンテナで安定した受信を可能にする（パラボラアンテナが要らない）。

視聴者の地上デジタルテレビジョン放送への期待（複数回答）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

画質や音質のよい番組

最新情報の取得

高齢者、障害者に優しい放送

テレビショッピングや銀行振込等

番組検索

クイズ番組への回答

番組の自動保存

移動端末での安定した画像受信

期待するものはない

不明

（資料）総務省「平成14年通信利用動向調査」
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モバイル放送では、移動体向けの放送であることを踏まえ、種々の利用シーンを想定した番組作り

を目指している。現在のところ、例えば、短時間の移動中にでも楽しむことができるショートコン

テンツ番組やニュース、スポーツ中継、アニメや音楽等、音声チャンネル、映像チャンネルを合わ

せて 70 チャンネル程度の番組提供を計画している。料金は、いくつかの番組をパックで販売する

方式で、おおよそ 1,000 円～3,000 円／月になる予定としている。 

 

 

６． まとめ 

 

これまで、ブロードバンドネットワークの整備、及び、地上波デジタル放送の開始に伴うコンテ

ンツ・サービスの動向について概観してきた。今後の発展に期待が持たれるものが少なからず登場

してきているが、これらが産業として本格的に展開していくためには、なお、いくつかの課題が残

されている。本章では、まとめとして、それらの課題について概観し、今後の展望を行ってみたい。 

 

６－１. ブロードバンドネットワークコンテンツ・サービスに係る課題 

６－１－１. 著作権に係る問題 

その第１にあげられる課題は、ブロードバンドによる流通に係る著作権処理の問題である。放送

の場合、長年の慣行もあり、著作権の使用形態や使用料金がほぼ確立されているのに対し、通信・

インターネットにおいては著作権の処理に係るルールはまだ確立されていない。そのため、コンテ

ンツに関わるあらゆる著作権者に事前に了解を得なければならなくなっており、これがコンテンツ

をブロードバンドで配信することを困難にしている。 

また、違法コピーの問題についても、まだ決定的な対策がなく、ルール整備と共に、今後の技術

開発が待たれている。 

 

６－１－２. 決済手段 

現在のところ、ブロードバンドコンテンツサービスの決済手段はクレジットカードを用いる方法

が中心となっている。しかし、クレジットカードでは、10 代の若者が利用できないといった問題

があり、また、クレジットカードの番号を入力する抵抗も根強いとされている。 

そのため、現在は、決済にコンビニエンスストアでの支払も可能とするような方法も導入されて

いるが、さらなる多様化が求められる。 
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６－１－３. 品質保証 

インターネットでは、アクセスが集中するとサーバの処理が追いつかなくなり、そのコンテンツ

の品質を維持できなくなってしまう。つまり、かえって不人気である方が、コンテンツの品質が確

保されるという矛盾を抱えている。そのため、ＩＰマルチキャストによるプッシュ型ダウンロード

等の帯域保証技術等の早期実用化が望まれる。 

 

６－１－４. 実効視聴者数 

テレビ放送の場合、視聴者のチャンネル数は 10 以下であり、ＣＡＴＶの場合でも 30 程度である

のに対し、インターネット加入者が選択可能な「チャンネル数」は数万以上にも及ぶ。そのため、

１コンテンツ当たりの視聴者は、必然的に分散してしまい、その結果、キラーコンテンツが登場す

ることをますます困難にしている。 

こうした状況を打開するには、他のメディアにはない独自性を打ち出すことが重要である。現在

のところ、ブロードバンドコンテンツは、他のメディアコンテンツの２次利用が中心であるが、オ

ンラインゲーム等、ブロードバンドならではのサービスは着実に加入者を伸ばしている。今後、独

自のコンテンツ創出が望まれる。 

 

６－１－５. ユーザーのコンテンツに対する意識 

ユーザーのコンテンツに対する意識の問題、つまり、これまで、インターネットのコンテンツは

基本的に無料であったことから、ユーザーにコンテンツに対する情報対価という概念が浸透してい

ないという点も、引き続き、今後克服していかなければいけない大きな問題である。 

但し、この問題に関しては、克服の可能性も展望されるようになっている。例えば、総務省による調

査結果では、接続回線別の有料インターネットコンテンツの利用状況を見ると、ブロードバンドコンテ

ンツ利用者がナローバンド利用者よりも利用率が約1.5倍高いという結果が出ている（図２－６－１）。 

 

図２－６－１ 

接続回線別の有料インターネットコンテンツの利用状況

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

ブロードバンド利用者

ナローバンド利用者

（注）過去１年間の実績。

（資料）総務省「平成14年通信利用動向調査」
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また、有料コンテンツを利用したことがないユーザーにおいて、その理由を「価格が高い」とし

ている層に対して、どの程度であれば利用するかという質問をしたところ、「レンタルビデオ・Ｃ

Ｄ価格より安ければ利用する」との回答が約半数を占めるとの調査結果も報告されている（図２－

６－２）。 

従って、有料コンテンツに対する利用者の意識については、ブロードバンドユーザーが増加し、

また、ユーザーを惹きつけることのできるリッチコンテンツを既存のメディアの価格以下で提供で

きるようになれば、克服されていく可能性が高いと思われる。 

 

図２－６－２ 

 

 

（２）デジタル放送の普及に係る課題 

地上波デジタル放送についても、単なる「放送」ではなく、デジタル放送としての機能を有効に

活用していくためには、なお課題があると考えられる。それを見据える上での参考になると考えら

れるのが 2002 年にサービスを開始した 110 度ＣＳ放送のｅｐであろう。 

これは、日本で初めての蓄積型放送サービスである。ｅｐが提供するセットトップボックスは、

110 度ＣＳ放送、及びＢＳデジタル放送のチューナーに加え、ハードディスクが内蔵されている。

ハードディスクは 20ＧＢのｅｐエリアと 40ＧＢ以上のユーザーエリアに分割されており、ｅｐエ

リアは、最新情報が毎日自動更新されて、視聴者はそのうち好きな番組をいつでも見ることができ

る（有料サービス）。また、ユーザーエリアは、ハードディスクビデオレコーダーとして視聴者が

自由に録画できるようになっている。さらに、セットトップボックスは、インターネットへの接続

ができるようになっており、ユーザーはテレビのリモコン感覚で電子メールやインターネットを楽

しむことができる。 

このように、ｅｐは、地上波デジタル放送を先取りしたものとなっているが、まだそれほど普及

は進んでいない。その要因には、様々なものが考えられるが、その中で、ユーザーが、まだ蓄積型

有料コンテンツの価格に対する意識

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ほしい映像・音楽等であれば少々高くても利用

市販のビデオ・CDと同程度の価格なら利用

レンタルビデオ・CDと同程度の価格なら利用

レンタルビデオ・CDの価格より安ければ利用

分からない

いくらであっても利用する気はない

（資料）「コンテンツ・セキュリティに関する調査」（ウェブ調査）
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放送をあまり理解していないとの指摘もある（そのため、関係各社は、110 度ＣＳ放送普及促進協

議会を設立し、その認知率の向上と普及促進を図っているところである）。 

また、海外に目を向けると、イギリスでは、地上波デジタル放送のプラットフォーム事業を展開

していたＩＴＶデジタルが 2002 年春に倒産してしまうという事態になっている。 

日本の地上波デジタル放送も、現段階における認知率が低い等、必ずしも順風満帆とは言えない

状況にあると思われる。そのため、デジタル放送ならではの機能の広報を含め、今後、国民への浸

透を図っていくための方策が必要である。 

 

このように、今後、克服しいていかなければならない課題も少なくないが、それでも、ブロード

バンド・地上波デジタル放送の普及は、わが国経済・社会に大きなインパクトをもたらすと考えら

れている。例えば、総務省によると、ブロードバンド関連市場は、2002 年の２兆 268 億円に対し、

2007 年には 10 兆 2,221 億円に成長し、全産業に対する経済波及効果も 18 兆 1,000 億円にも上る

と予想されている（図２－６－３、２－６－４、表２－６－１）。 

本分野は、まさに日進月歩で進んでおり、その速度はますます加速している。今後の発展が期待

される。 

 

 

図２－６－３ 

 

 

 

ブロードバンド関連市場予測
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ブロードバンドを使った個人
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（資料）総務省「平成15年版情報通信白書」
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表２－６－１        図２－６－３の各市場の具体例 

市        場 具       体       例 

機器･システム構築市場 ブロードバンド関連の情報家電、パソコン、システ

ムインテグレータ等 

ブロードバンド・ネットワーク市場 ＤＳＬ、ケーブルテレビ、ＦＴＴＨ、無線ＬＡＮ等 

プラットフォーム市場 ブロードバンド関連のＡＳＰ、ＣＤＮ、コンテンツアグ

リゲータ等 

コンテンツ・アプリケーション市場 ブロードバンド関連のコンテンツ、e－ラーニング、イ

ンターネット広告等 

ブロードバンドを使った個人の電子商取引市場 各種Ｂ ｔｏ Ｃ市場 

（資料）総務省「平成 15 年版情報通信白書」 

 

 

 

 

図２－６－４ 

 

 

 

 

ブロードバンドの経済波及効果（2007年）
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（資料）総務省「平成15年版情報通信白書」
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おわりに 

 

世界の先進諸国においてはＩＴ化が弛まず進展している。このインフラとなるブロードバンドイ

ンフラの整備にわが国もこの数年邁進してきた。ＩＴＵ（国際電気通信連合）の調査では、「わが

国のブロードバンドインフラの普及は世界トップであり、なおかつ廉価なサービスを消費者に提供

している。しかし、普及という点でみると第９位である」という結果である。 

2003 年 7 月には e-JapanⅡ構想も打ち出され、ＩＴ利活用による「元気・安心・感動・便利」社

会を目指し、ＩＴ基盤を活かした社会経済システムの積極的な変革が推進されている。また、2003

年 12 月には、わが国でも地上デジタル放送がスタートし、デジタルＴＶの市場も喚起され始めた。 

世界の市場は、ユビキタスネットワーク社会の構築に向けて動き始めている。このような状況の

中で、どのような電子メディアが今後普及するか、という点については、市場は生きものであり、

国や地域によって異なる、といわざるを得ない。メディアビジネスにおける米国市場と日本市場の

展開も異なる。しかし、わが国と米国のこれまでのメディアビジネスの歴史を振り返ってみると、

相互に深く影響しながら発展してきている。 

また世界のメディアビジネス市場では、大きな共通する流れとして、以下のようなものがある。 

１．これまでの通信がＩＰ（Internet Protocol）に移行する過渡期を迎えている。さらに放送

もＩＰに収斂される可能性がある。 

２．90 年代前半に、衛星から始まった放送のデジタル化が、ケーブル、そして地上波へと浸透

しつつある。そして課題となっているのは、家庭のアナログテレビ受信機のデジタルテレビ

受信機への変換である。（この市場がどのように拡大するかは、ディスプレイ技術を誇るわ

が国電子機器産業界の将来に大きな影響がある。） 

３．移動体通信市場が大きな市場となっている。あるいはなりつつある。 

４．家庭市場のホームネットワーク化が図られている。 

５．ＨＤＴＶのコンテンツが増えてきている。 

未来市場を切り拓くテクノロジーが新しい市場を創造する中で、もうひとつ共通するのは、「安

くて便利なメディアを求める消費者心理」である。そして「安くて便利なメディアをどのように普

及させるか」というところで各国の政策競争が行われている。 

 

わが国の直近の注目する市場としては、次の３つが挙げられよう。１つが、デジタルＴＶの買い

替え市場。２つ目が、ＦＴＴＨ（Fiber To The Home）市場。そして３つ目が、ＩＰ電話市場であ

る。 

 2003 年 12 月 1 日に、東名阪で地上デジタル放送がスタートした。そして、2006 年 12 月には全
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国で地上デジタル放送が開始される。 

まず１つ目の大きな市場は、地上デジタル放送の「再送信市場」である。全国で自主放送を行う

ケーブル局の加入世帯数は 2003 年 12 月末で 1,600 万世帯を越えている。このうち多チャンネル加

入世帯数は約 600 万世帯。残りの約 1,000 万世帯は、地上アナログ放送の再送信世帯である。また、

自主放送を行うケーブル局以外にも、ビル陰などの小規模な難視聴施設を含めると、わが国では約

2,600 万世帯が、地上放送をケーブルテレビ経由で視聴している。 

2003 年 12 月の地上デジタル放送開始時には、東名阪でケーブルテレビ加入世帯の約 710 万世帯

が地上デジタル放送の視聴可能世帯となった。東名阪では、デジタルＴＶの買い替え市場の立ち上

がりがみられ、また、地上デジタル放送がまだ始まらない九州や東北地域においても買い替え需要

が起こった。テレビはやはり身近なわかりやすい家電ということができるだろう。 

ＮＨＫ、民放など、放送業界やケーブル業界からは、ＣＡＴＶ対応のテレビ受信機の開発が望ま

れていたが、メーカー各社からいよいよ「ＣＡＴＶパススルー対応テレビ」が、市場投入されるこ

とになった。このことにより、直接受信による普及はもとより、ケーブルテレビ加入世帯における

地上デジタル放送の普及の促進が期待されている。 

本年は、オリンピック開催年でもあり、デジタルＴＶ需要ならびにＤＶＤなどのデジタル家電の

需要の高まりにより、内需拡大も期待できよう。 

 

 ２つ目の注目される市場は、ＦＴＴＨ市場である。日本のブロードバンド加入世帯は、約 1,400

万世帯を越えているといわれる。このうち 1,100 万世帯がＡＤＳＬ利用者である。ケーブルインタ

ーネット利用者が約 250 万世帯。そしてわが国では、光ファイバーを利用したＦＴＴＨの市場が、

急速に立ち上がってきており、2003 年 12 月末で、90 万世帯、2004 年 3 月末で 100 万世帯を越え

るといわれている。 

 このようにＦＴＴＨが普及してきているのは、新築のマンションなどに当初からインフラとして

ＦＴＴＨが敷設されるようになってきているからである。 

 ただし、現在敷設されているＦＴＴＨは、インターネット（ブロードバンド）対応のＦＴＴＨで

ある。当初ＦＴＴＨが議論された時には、放送サービスや通信サービスがひとつの光ファイバーで

利用できる「オール・イン・ワン」サービスを目指していたが、市場は、インターネット（通信）

需要から立ち上がっている。将来的には、コストの課題をクリアし、「オール・イン・ワン」のサ

ービスが提供されるようになろう。 

 現在のＡＤＳＬ利用者もやがては次のステージへと「乗り換え」をする。その乗り換え先として

は、ケーブルインターネットサービスあるいはＦＴＴＨが望まれている。 

この乗り換え市場も決して軽んじられない。1,100 万世帯のＡＤＳＬ利用者は、もう少し世帯数



１４１ 

を増やすかもしれないが、やはり歩留まりがある。そして、２～３年の間には、次の「高速、多様

なサービスをできるだけ割安な料金」で利用できるインフラへと 30％から 40％が乗り換えていく

であろう。 

わが国で 8,000 万台以上の普及を見せている携帯電話等との連動により、家庭のホームネットワ

ークとモバイルのネットワークを映像コミュニケーションで結ぶ様々なサービスが登場し、ユビキ

タスネットワーク社会がより現実的なものになってこよう。 

 

 ３つ目の注目市場は、ＩＰ電話市場である。ＩＰ電話市場は、携帯電話の普及が 8,000 万台を越

えているわが国では、すでにモバイルコミュニケーションが、国民の生活習慣の中に深く根づいて

おり、固定のＩＰ電話は、当初期待されたほどのインパクトはないようだ。しかし、大手通信事業

者もＩＰ電話に参入しており、ＩＰ電話のサービスが国民に理解されるようになると、あるところ

でブレイクする可能性を秘めている。 

 矢野経済研究所のＩＰ電話市場予測によれば、2007 年には、約 2,700 万回線がＩＰ電話になる

という。これは､ＮＴＴの加入回線の半分以上がＩＰ電話になるということで、ＩＰ電話の市場の

広がりが期待されている。 

 「インターネット白書 2003」の調査によれば、９人以下の企業、1,000 人以上の企業でＩＰ電話

を導入するケースが多くなっているという。導入目的は、いずれも「通信コストの削減」である。 

 今後とも「通信コストの削減」を目的にした企業への導入は進むであろう。また、それとともに

家庭における「通信コストの削減」需要はふくらみ、ＩＰ電話への変換市場を拡大させるであろう。 

 また、わが国の農山村地域には、従来より有線放送電話を利用していた地域が多い。こうした地

域においては、既存の有線放送電話の更新時にケーブルテレビを建設し、ＩＰ電話を地域のコミュ

ニケーションツールとして導入する地域もあり、これまでと変わらない地域のコミュニケーション

の確保に利用されている。 

ＩＰ電話サービスを提供しているケーブル局も増えてきている。ケーブルの加入世帯では、加入

者同士の通話が無料でできることから、地域の子供たち同士の通話、父兄同士の通話、趣味の会な

ど地域コミュニティーの連絡ツールとして次第に認知され始めている。また、全国の固定電話にも

３分８円という料金で通話ができることが知られ始めている。 

ＩＰ電話サービスには、大手通信事業者も参入してきており、今後、広告宣伝等が繰り広げられ

るなかで家庭へのＩＰ電話の普及は促進されるものと思われる。 

 

以上、2004 年～2006 年のわが国の電子情報分野の注目すべき市場について述べてきたが、最も

注目しなければならないことは、放送サービス（地上デジタル放送、ＢＳデジタル放送、ＣＳデジ
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タル放送、ケーブル局のコミュニティー放送などのテレビ放送、デジタルラジオ放送）やインター

ネットのブロードバンドサービス、そして電話サービス、その他が有機的に連動した情報ネットワ

ークが構築され、サービスも提供されるようになるということである。 

そして、サーバー型放送なども開始され、テレビは「家庭の総合情報端末」の役割を果たすよう

になり、デジタル家電の市場は、テレビを中心とした市場、モバイル機器を中心とした市場の２局

化が進み、さらに拡大をしていくであろう。
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