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〔要約〕 

世界の先進諸国においてはＩＴ化がたゆまず進展している。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。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。 

このような視点から、米国の地上波放送、ケーブルテレビ、衛星放送、ＦＣＣ等の動向

に関して調査を行いまとめた。 

また、わが国のコンテンツサービスの動向についても調査を行いまとめた。 
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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．米国の地上放送のデジタル化動向 

 

米国の地上波のデジタル化は、1998 年 11 月にスタートした。2004 年 1 月末現在、203 市

場で 1155 の地上放送事業者がデジタル放送を流している。 

2002 年４月、FCC のパウエル委員長は、テレビにデジタルチューナーを内蔵させるとい

う強引な提案を提出し、同年８月に FCC は、その提案を採用することを決定した。しかし、

家電メーカーは、テレビ受像機の価格が高くなるとして猛烈に反対し、訴訟を起こした。 

一方、2002 年 12 月、家電メーカー14 社は、米国での DTV 普及のカギを握る大手ケーブ

ル会社７社とケーブル局向けの HDTV 受像機を開発することで合意した。 

2003 年、米国では、プラグ・アンド・プレイ方式のデジタルＴＶ受像機が発売された。

米国では、95％の世帯が、ケーブルまたは衛星放送の再送信で地上放送を視聴している。

ケーブルに加入している世帯がプラグを差し込むだけで、地上デジタル放送を見られるイ

ンフラ整備が始まった。わが国の家電各社も参画していることから、今後の普及の展開が

注目される。 

 

２．ケーブル産業の動向 

 

 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、すでに約 2，300 万世帯がデジタルケー

ブルで接続されている。さらに、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。しかし、600 万世帯でとどまり、思ったほどの加入者の伸びを示していない。 

しかし、ＩＰ電話サービスに取り組むことによって、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

勝つ準備をしている。 

 

 

 



 4

３．衛星放送の動向 

 

 2001 年の 11 月に発表されたエコースターとディレク TV の合併は、2002 年 10 月、ＦＣ

Ｃにより却下された。独占市場になり、健全な市場競争を阻害するというのがその理由で

ある。その後、ニューズ・コーポレーションのルパード・マードックがディレクＴＶの買

収に乗り出した。2003 年春、ディレクＴＶの運営会社であるヒューズ・コミュニケーショ

ンズの親会社ＧＭは、ディレクＴＶの経営権をニューズ社に売却することで合意した。2003

年 12 月 19 日、ＦＣＣはこの取引を認め、ニューズ社は、ディレクＴＶの経営権を取得、

世界に類をみないメディア企業の誕生となった。今後、米国のメディア業界に一大旋風を

起こす可能性が出てきた。 

 

４．地域通信市場の動向 

 

1996 年の改正通信法は、地域通信市場に競争市場を創出するねらいがあった。米国では

84 年にＡＴ＆Ｔを分割し国際通信と長距離通信を新生ＡＴ＆Ｔに、地域通信を７つの地域

ベル会社に分けたが、地域通信市場は依然として独占に近い状況であった。この市場に競

争を持ちこむことによって、米国にブロードバンドインフラの普及を加速させようという

ものであった。 

 これにより多くの地域通信事業者が新規参入し、投資家からも多くの資金が流れ込み、

株価の高騰まで起こった。この新規事業者の最大の顧客は、ISPであった。ITバブルが崩壊

すると、新規事業者の多くがダメージを受け、倒産する会社が出てきた。 

その後、CLECの収益、接続回線、市場占有率が2002年にゆっくりと上向きとなった。さ

まざまな連邦および州の規制決定が、相互補償と接続料金収入を削った。その一方で、ユ

ニバーサル・サービス貢献義務が増加し、数件の大規模倒産（特にワールドコム）により

多数のCLECsが回収不能な債権をかかえ、RBOCs（地域ベル電話会社）が各社の本拠とする

多数の州内で長距離電話事業の認可を受け、CLECsにとって再調整の厳しい年となった。3

分の2を超す企業が消滅し、生き残ったCLECsでさえウォール・ストリートで自社の財務能

力を証明するためにを強いられている。 

 

５．インターネット関連ビジネス動向 

 

米国の「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、
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「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 200 キロビット（kbps）

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。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。 

 

 

第2章 日本におけるコンテンツサービスの動向 

 

１．デジタルコンテンツの概要 

 

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。 

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
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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、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。 

 

（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）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。 
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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。 

 

（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。 

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。 

 

３．ブロードバンド関連ビジネス動向 

 

（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。 

 

（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
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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ＫＭｕ

ｓｉｃを設立している。 

 

（３） ゲーム系コンテンツ関連ビジネス動向 

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、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。 

 

（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、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。 

 

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
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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。 

 

（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。 

 

（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。 

 

（３） 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。 

 

（４）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Ｇｏ！」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。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。 

 

（５） 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。 
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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。 

 

（６） 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。 

 

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、さまざま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。 

 2011 年までのデジタルへの移行がわが国産業界にとって大きな課題である。 

 

 

 

          この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 


