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［要 約］ 

本調査研究は、ネットワーク環境が高度化する中で、昨年度の調査研究で提案したフュ

ージョンウェアという概念の代表例として IPTV を取り上げ、研究会での議論や海外調査

などをふまえ、国内外の IPTV 標準化動向、ユースケースの検討などを調査し、TV など

のハードウェア産業がフュージョンウェア産業へと進化するための諸課題を検討し、フュ

ージョンウェア産業の育成と推進のための提言をとりまとめたものである。 

 

第１章 IPTV を中心とした映像配信ビジネスの将来像 

１．１ 将来の IPTV の姿 

IPTV はサービスではなくメディアである。IPTV をサービスとして考えると非常に

厳しい。将来の TV はどうなるかという点から、20XX 年の IPTV の姿はどうなって

いくのかを考えていく必要がある。 

１．２ 日本における IPTV サービスの現状 

これまで、NTT、KDDI、ソフトバンクなどの通信事業者は、STB 型の VOD サー

ビスを展開してきている。一方、新しいネットプレイヤーが登場し、Wii、PS3、Apple 

TV などの新しいデバイスが登場してきた。調査によれば、将来 IPTV を利用したい

という希望を持つ人は非常に少ない。 

１．３ ネットの成功企業 

ネットで成功したビジネスを、Amazon とリアル店舗の紀伊国屋を例にあげてみる

と、例えば、紀伊国屋の新宿店には 7 万タイトルくらいの在庫がある。これに対して、

Amazon は幕張の倉庫の中に 500 万タイトルが在庫されている。iTunes では、50 億

曲がダウンロードされている。こうした状況の中では、どういうトリガーを提供して、

面白く見せるかという点が IPTV の成功ポイントである。 

１．４ 実現するための４つの価値 

TV の新しい楽しみ方を提案していくことが必要である。ネットに接続することに

よって、どのような楽しいことができるのかを説明することが必要である。第二には、

iPhone、iTouch のような新時代を感じさせるユーザーインターフェースは、IPTV を

成功させるために非常に重要である。 

第三には、SDP である。SDP で重要なことは、サーチエンジンではなくレコメン

ドするという機能である。第四には、お金を払わないモデルには勝てないため、お金

を払わなくても利用できるモデルにする必要がある。 

１．５ TV を取り巻くメディア業界の現状と今後のトレンド 
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現在の TV を取り巻く業界のプレイヤーである民放 5 局、電通、博報堂などは、視

聴者が無料で TV を視聴できるというビジネスモデルを作り上げた。 

こうした状況の中で、IPTV のサービスになると、ネットのコンテンツが配信され

ることになる。その中で、キラーコンテンツは、地デジの再送信になることは間違い

ない。ネットで入ってくる楽しいコンテンツは、YouTube、音楽、写真、コミュニテ

ィ、ショッピングなどがあり、これが通信網を通じて TV に入ってくる。これに対し

て、新しいプレイヤーが出現し、無料でサービスを提供するということになると、そ

れが爆発する最初のモデルとなる。 

１．６ リビングの覇権を握るための 4 つのキーポイント 

ひとつはコンテンツを押さえることが重要である。コンテンツをそろえるというこ

とが重要である。二つ目は、魅力的な UI（ユーザーインターフェース）である。三つ

目は、IPTV プラットフォーム（SDP）のモデルをどうするかという点である。第四

に、Ad engine の構築が必要である。 

１．７ ハードウェアの新しい動き 

一体型のアクトビラ、ゲーム機型、Wii や PS3 などがある。PC から発展していく

Apple TV や VAIO TP1 などもある。 

１．８ TV がネットにつながることによって起きていること 

Yahoo、i モード、2007 年 2 月以前の Apple などは旧モデルである。これからの主

たるプレイヤーは、Google の Android、Google のプラットフォーム、Apple、Facebook

などの新しいビジネスモデルが中心になる。 

１．９ まとめ 

IPTV の成功には、コンテンツのラインアップが必須であり、ユーザー価値とは何

かということを考える必要がある。それは、精神的充足感を得ること、あるいは安く

買えるという経済的便益を得ることのいずれかである。そのためには、高機能の UI

を実現できるエンターテインメントマシンを作る必要がある。 

視聴者が無料で TV をみている以上、それに対抗できるビジネススキームを作らな

いとビジネスは成功しない。その意味では、IPTV は無料にしないと使ってもらえな

い。 

第２章 共通 ANI の検討 

２．１ NGN 新しい時代のネットワーク 

新しい時代のネットワークである NGN は､電話網とインターネットの中間に位置

する｡その意味は､NGN はインターネットの自由な部分をある程度残しつつ､影の部

 4



分に対処して､インターネットを補完するとともにこれまで使われなかったミッショ

ンクリティカルな用途にも領域を広げる。 

NGN は、信頼性の高い社会インフラであり、安心、安全、もっと楽しく、もっと

便利にといった生活のためのインフラという側面を持つ。ビジネス面では、ビジネス

機会の創出、生産性の向上、市場の変化への即応というメリットを持つ。さらに、経

済成長の基盤や、少子高齢化、介護・医療・教育の充実、大規模災害への対応といっ

た社会問題への対応という側面も持つ。 

２．２ 通信プラットフォームの連携の在り方 

IP 化が進展する中で、従来サービスごとに既定されていたネットワークが、徐々に

固有の色を無くしつつある。かつては音声、データ、映像のネットワークなどが、個

別にあったものが一体化してきている。また、固定と移動の違いもなくなってきてい

る。これに加えて、従来は End to End のサービスを通信キャリアが 1 社で提供する

という形であったが、最近ではネットワークとサービス、プラットフォーム、コンテ

ンツ、アプリケーションがそれぞれ分かれ始めている。さらにいえば、ネットワーク

の物理網に接続される端末については、Apple の iTunes Music Store／iPod のように

垂直統合のモデルも徐々に出てきている。 

プラットフォームには多様な考え方があるが、認証・課金を中心に考えると、従来

のキャリアが提供する部分があるものの、他の分野からの参入もあり、アライアンス

を組むところもあらわれてくる。こうしたことで、トータルの市場拡大が実現すれば

よいと考えている。 

２．３ OSGi の狙いと組織運営について 

OSGi に関するビジネスモデルとしては、通信キャリアの SDP とネットワークの間

に OSGi のミドルウェアを入れることによって、これまでとは異なった形の水平型プ

ラットフォームが構築でき、いろいろな業種業態のメーカーとサービスが連携する仕

組みを作ることが可能である。既に、OSGi のコアの技術は完成しているが、サービ

スを提供する側とどのようなオペレーションを行っていくかが課題である。OSGi を

使ったシステムの導入は、サービス提供側のプラットフォームづくりというところか

ら進んでいくと思われる。端末側では、OSGi で車のシステムを組んでいくという流

れが出ている。家庭用では、ブロードバンドルータに OSGi のソフトウェアを入れる

ということが検討されてきている。 

２．４ クラウドコンピューティング時代における PaaS のビジネスインパクト 

クラウドコンピューティングの時代は、第三世代ともいわれ、ポストビルゲイツの
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時代とも呼ばれている。現在は、ネット上で多くのことが無料で利用できる時代にな

ってきており、サービスが主役の時代になっていた。その潮流をクラウドコンピュー

ティングと呼んでいる。 

クラウドコンピューティング時代の到来にあわせて、アプリケーションや、ハード

ウェアリソースだけでなく、プラットフォーム機能を提供するサービス形態「PaaS 

（Platform as a Service）」が勃興してきている。企業向けの PaaS は、認証・課金な

どの共通機能をモジュール化して安価な統合プラットフォーム環境提供し、従来まで

の SI モデル、ソフトウェアライセンスビジネスの牙城に食込むことを狙っていくこ

とになる。コンシューマー向けの PaaS は、開発環境自体をオープンにし、エンドユ

ーザー自らが簡単にアプリケーションを開発し、公開できる仕掛け（プロシューマ化）

を構築していくことになる。 

第３章 IPTV の国際標準化動向 

３．１ IPTV とは（IP ベースの映像配信サービスで IPTV とはどのようなサービスか） 

IPTV という言葉は、国際標準化の動きが出る以前から出ていたが、各国、各サー

ビス提供者におけるイメージの定義がばらついていた。 

インターネット TV など、ネットで TV を見るというような動画配信サイトは数多

くあるが、これはビデオサーバーからインターネットを通じて PC 向けに動画の配信

をしているものである。一方、ITU で議論しているのは、ビジネスを主体としたコン

テンツ配信という意味で、しっかりとしたバックボーンを使いながら配信していくも

のである。 

３．２ IPTV を取り巻く国内状況 

我が国の IPTV の市場には独特な状況がある。IPTV を提供するネットワークを構

築する事業者である。これには、ソフトバンク BB、NTT、KDDI などがこれに当た

る。これらのネットワーク事業者が IPTV サービスを提供することができるかという

と、直接にはできず、ネットワークを利用して有線役務利用放送事業者が放送を行う

ことになる点である。こうした事業者が、上下に一気通巻でサービスを行う場合もあ

れば、NTT グループのように、有線役務放送事業の上にプラットフォームサービスが

存在する場合もある。このように、ネットワーク事業者と有線役務利用放送事業者が

明確に分かれているのが日本独特の仕組みである。 

３．３ IPTV サービスの成功へのポイント 

コンテンツについては、2 次利用も含め、これをいかに利用していくかが重要であ

る。受信機メーカーとの関係では、量産効果ができるようにしていかないといけない。
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キーデバイスを共通化すること、NGN など次世代のネットワーク上でサービスが提

供できることが重要である。 

３．４ 各国の IPTV 標準化の動向 

欧州では、IP-TV Service という部分について標準化を検討している。アメリカの

ATIS では、タスクフォースがあり、アーキテクチュア、IPTV のセキュリティ、メタ

データ、QoS、テストと相互接続性などの委員会が設置されている。中国は、CCSA

を中心に 2005 年頃から検討を進めてきている。韓国は、TTA を中心に ITU とも連携

しながら議論を進めてきている。 

３．５ ITU における標準化 

ITU における ITPV の検討範囲は、コンテンツプロバイダー、サービスプロバイダ

ー、ネットワークプロバイダー、カスタマーである。標準化はこの 4 つのドメインを

対象としている。日本の場合は、ネットワークとサービスが分かれているため、その

点が反映されている。 

３．６ IPTV のアーキテクチャ 

IPTV の標準化作業は、 IPTV Application Function、Contents Preparation 

Function、Application Profile Functional Block などを中心にサービスを提供してい

くが、パートごとに標準化を進めていくことになる。 

コンテンツ保護にかかわる機能としての SCP（Service and Content Protection 

Functions）についても標準化が行われる。 

３．７ まとめ 

IPTV はコンテンツの 2 次利用という新しいスタイルを提供していく。提供するに

当たっては、当然利益が出なければならない。2 次利用の場合、元々のコンテンツホ

ルダー、メーカーなどがそれぞれ儲かるビジネスとならないと現実的ではない。 

第４章 国内 IPTV の規格標準化 

４．１ IPTV フォーラムについて 

IPTV フォーラムの目的は、オープンな IPTV サービスを実現するために必要な送

信に関する規定､ならびに受信機に関連する技術仕様等の策定等を行い、運用に関する

共通の課題検討を行い、ユーザーの利便性の向上をはかることである。主たる業務と

しては、IPTV に関する技術仕様の策定、技術仕様の維持･更改、技術仕様の頒布、技

術仕様の実用化に向けた試験等への協力、普及､利用促進､周知広報などである。 

４．２ 技術仕様策定に当たっての考え方と検討体制 

技術仕様の策定に当たってのねらいは、量販店で販売されている普通の TV を用い
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て、IP 網で配信される HD クラスの映像配信を想定しているものである。特定のサー

ビス提供者のための専用端末ではなく、また、現在の TV と比較して極端に品質が落

ちるようなものではなく、一般の市販デジタル受信機を想定した技術使用の策定を行

っていくものである。 

４．３ IPTV フォーラム仕様体系 

仕様全体は、7 つの仕様から成り立っている。VOD 仕様、ダウンロード仕様、IP

放送仕様の 3 つが配信サービスにかかわる仕様である。放送連携仕様、インターネッ

トスコープ仕様、CDN スコープ仕様がサービスアプローチにかかわる仕様である。IP

再送信運用規程は特別の取り扱いとなる。 

４．４ IPTV フォーラム仕様例 

VOD、IP 放送、CDN スコープ、IP 再送信についての技術仕様は、ホームページか

らもダウンロード可能である。 

４．５ CDN スコープサービスアプローチ 

CDN スコープとは、特定の配信ネットワークに接続された IPTV 受信機のみがサ

ービスの対象となるもので、配信ネットワークとして管理され､かつ通常広帯域なコン

テンツ伝送路が利用できるので、ある程度以上のサービスの品質が保証されうる。対

象サービスとしては､IP 放送､VOD､ダウンロード（TBD）､地上波デジタル IP 再送信

である。 

第５章 アジアの IPTV 

５．１ 韓国 

独立行政委員会である放送通信委員会は、端末の国際標準化は政府が関与する話で

はないと考えている。韓国では、IPTV 新法により、IPTV のサービス範疇にかかわる

配信サービスを IPTV 事業者の占有とした。これにより、テレビ局が、12 時間以内の

タイムラグで、ネット上で映像を自由に配信することができなくなった。 

国内 160 万世帯が IPTV サービスに加入しており、そのうち 90 万世帯程度が Korea 

Telecom のサービスに属している。ITU における IPTV の国際標準化については必要

な事項はすでに ITU に提案しており、そのうちのいくつかはすでに実装、稼働させて

いる。 

５．２ 中国 

国家広播電影電視総局によれば、IPTV の加入数は、2005 年にサービスを開始して

5 万世帯、2006 年には 30 万世帯、2007 年では 100 万世帯を超えた。最近は上海の

加入者が 70 万世帯まで伸びている。中国では、衛星放送も、ケーブルテレビもある
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ので、IPTV の市場はかなり限定的だと考えている。 

中国は IPTV を一つのメディアとして管理することが決まっており、いわゆるネッ

ト上のサービスではない。そのため、既存の放送事業者に対して、付加的に IPTV の

ライセンスを与え、ライセンスを有している放送事業者が、電気通信事業者と合弁し

て事業を行っている。 

中国網通は、黒竜江省、遼寧省で IPTV の地域免許を取得して事業を行っている。

契約数は 44 万世帯を超えたところである。IPTV の国際標準化については、ITU-T

で基準が決まった場合に、これを国内で採用するかどうかは、コスト次第で採用する

かどうかを決めることになると思われる。 

５．３ まとめ 

中国、韓国ともに NGN と IPTV のリンクはまったく成立していない。また、ITU-T

における IPTV の規格が決定された場合、国内市場で展開する可能性を否定はしない

が、ITU-T の規格が採用されるかどうかはまったく不透明である。 

第６章 アメリカの IPTV 

６．１ CES2009 の特徴 

CES2009 における特徴は、PC の影がほぼ消えた点があげられる。PC の影が薄れ

たのに対して、Android を採用した携帯端末などワイヤレスに関する様々なソリュー

ションがみられた。 

TV に関しては、PC 対 Non-PC という議論の中では、PC に対する最も大きな対抗

勢力が TV になる。TV が多機能化した場合のインターフェースについては、一定の

展示がみられた。 

６．２ PC 対 Non-PC 

Non-PC については、TV が一つの選択肢になる。日本ではアクトビラのように TV

にネットワークを直結するという方式もあるが、米国では STB（セットトップボック

ス）を介して利用するという方式が多くみられる。TV に STB を設置することによっ

て、多様な使い方ができるという提案はあるものの、コンテンツの提供をどうすれば

よいのかという提案はほとんどみられない。 

６．３ ワイヤレス 

ワイヤレス用のアプリケーションについては、キャリアそのものというよりも、サ

ードパーティを呼び込んで、サードパーティが開発したアプリケーションを紹介して

おり、全体として低調の感があった。 

６．４ コンテンツ 
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CES2009 のキーワードがコンテンツであるにもかかわらず、NBC Universal 以外、

コンテンツ関連展示はほとんどみられなかった。 

６．５ インターフェース 

インターフェースでは、TV のコントローラーに新たな動きが少しみられた。パナ

ソニックの TV 用のコントローラーは、ボタンのないもので、コントローラーの表面

を指でなぞることで TV を操作するものである。東芝は、コンテンツの持つメタ情報

を利用して、関係性の高いビデオ情報をネット上から検索し、その結果が画面中心部

に表示されるシステムのデモを展示していた。 

６．６ OSGi 

OSGi によれば、ここ数年、OSGi のプラットフォームへの関心は、携帯電話よりも

固定系の企業向けシステムベンダーで高まっている。eBay、Amazon、LinkedIn.com

などのシステムメンテナンス用の管理システムなどに多用されている。SAP、Oracle、

IBM なども OSGi のソフトウェアの採用に熱心である。 

アメリカのキャリア等は、NGN のような次世代通信インフラを構築するよりは、

既存のネットワークを活用して、コンテンツをとりまとめて販売した方が（手っ取り

早く）利益が出せると考えている。また、複数のサービス提供事業者をとりまとめて、

消費者にワンストップで提供していくような仕組み作りには、OSGi のプラットフォ

ームが最適という考え方である。 

６．７ まとめ 

アメリカの状況をまとめると、デバイスのトレンドは「PC からテレビ」へのシフ

トが起こっていると思われる。また、ソリューションのトレンドは、「プレイスシフト」

に移りつつある。キャリア、デバイスメーカー（含む PC）はコンテンツの調達に関

する調整は放棄していると思われる。技術を売るためにコンテンツを調整するという

考え方は過去のものとなりつつあるのかもしれない。その意味では「PC→コンテンツ

→TV」の流れを暗黙裏に共有しているように思われる。 

第７章 フュージョンウェアについての問題提起 

７．１ フュージョンウェアの基本的考え方と考えられるユースケース 

フュージョンウェアは、ハードウェアの機能の一部をソフトウェアで実現し、それ

を更新することで常に機能が強化、調整されていくハードウェアの意味であり、量販

店主導の「薄利多売ビジネスモデル」を越え、メーカー主導の「継続収益モデル」を

実現できるビジネスである。 

ICT 環境をみれば、3G 携帯電話や無線 LAN などで常時接続が可能となっており、
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こうした環境に対応するハードウェアの在り方を変えるということである。今後、サ

ービスのセキュリティ確保がますます重要になるため、端末へのソフトウェアのイン

ストールは極力制限すべきである。フュージョンウェアは、ソフトウェアをメーカー

が提供する機能の一部とし、サービスの高度化やユーザーのニーズに対応して最適な

アプリケーション等が、ネットワークを経由して端末に送り込まれる仕組みである。 

７．２ フュージョンウェアのアイディア 

フュージョンウェアの例として、携帯電話のソフトウェアをサーバー側におき、携

帯電話側には汎用のブラウザーをインストールしておくだけのシステムである。 

また、病院で使用される生体情報の監視システムの例があげられる。病院とは別の

場所で生体情報を監視し、ネットワークを通じて解析し、24 時間の監視を行う。新し

い測定法が出た場合には、計算方法を変えることでサービスの向上にもつながる。 

ナビゲーションの Map 更新をリアルタイムでアップデートするサービスや、走行

時に故障が発生した場合に、ロードサービスにデータを送信し、おおよその故障の内

容を送っておくことによって対応がしやすくなる。 

第８章 IPTV に見るフュージョンウェアの将来と今後の戦略について 

８．１ フュージョンウェアと IPTV 

20 世紀末、家電製品はあらゆる面でコンピュータ化が進み、機械的なハードウェア

からハードウェアとソフトウェアの融合物へと変化した。さらにブロードバンド化、

ユビキタス化が進展することで、ソフトウェアは更新可能になり、またそもそも機器

に内蔵されないネットワーク上のソフトウェア・サービスの機能が、その機器の機能

そのものとなるようになった。こうしたタイプの機器がフュージョンウェアである。

元来 TV は放送局のサービスと一体となって機能する疑似フュージョンウェアであっ

たが、IPTV としてインターネットに接続されるに及び、携帯電話や家庭用ゲーム機

と並ぶ本格的なフュージョンウェア型機器に進化することになった。 

８．２ IP 化される TV の「可能性」 

テレビは従来電波によって運ばれた映像コンテンツを造影するだけの装置であった

ため、家庭向けエンターテイメントのデバイスであるという評価を与えられてきた。

しかし、テレビの意味はそれだけにとどまらない。むしろ家庭をとりまくあらゆる電

子機器のあらゆるサービス＝コンテンツ＝プログラムについて、それを操作する共通

のユーザーインターフェースの一部としてテレビは機能する。 

また、TV は従来パッケージメディアや専用インフラに依存しなければ実現できな

かった様々なコンテンツ利用形態が汎用的な仕組みの上で実現可能になったことで、
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エンターテイメントデバイスとしての機能が高度化する。 

８．３ IPTV を巡る現状と問題点 

IPTV の技術規格を統一するメリットはコスト低下にある。ITU-T の規格化前の段

階では、各国、各事業者で独自の開発、導入が行われており、統一に対する期待は小

さくないものの、ITU-T での議論がサービス開始に間に合わなかったため、すでに附

設した設備などとの関係でどこまで ITU-T の規格がこうしたサービス先発国で後追

い採用されるかは疑問である。 

８．４ ハードウェア産業がフュージョンウェア産業へと進化するために 

IPTV は、テレビのデジタル放送とインターネット上の映像配信サービスが先行し

て、あるいは同時に進んでいるという条件下では、性能とコンテンツの拡充による魅

力を最大化すること、端末とコンテンツの双方に規模の経済を働かせてコストパフォ

ーマンスを最大化することとを同時に成し遂げなければならない。しかし、各国の動

きを見る限り、端末レベルでも規格は分散し、また魅力的なコンテンツを生み出すた

めのビジネスサイクルも確立していない。その原因はコンテンツ（既存放送事業者及

びその他の映像制作事業者）、通信インフラ（情報通信事業者）、デバイス（電気機器

事業者）の利害がうまくかみ合っていないことにある。 

こうした事情に鑑み、この既存関係者の利害対立を止揚しつつ、かつそれぞれの事

業分野で新たな成長の可能性を生み出す、新しい産業の「エコシステム」を実現する

ために、国内 IPTV 端末機器の規格、IPTV 向けプラットフォーム事業のあり方、コ

ンテンツ・サービス事業者への対応、家庭内のシステム構造、コンテンツ内容の規定、

海外展開へのシステム展開についての提言を行った。 

また、フュージョンウェアの一例としての IPTV という視点から事例及び議論を見

直すと、こうした問題を乗り越えるためのアクションを日本の電気機器事業者が起こ

しうるための重要な要素として、デジュールよりもデファクト、ファンクションモー

フィング・アーキテクチャ戦略、商品サイクル長期化と経営調整、通信事業との柔軟

な関係の構築と自律性の確保についての考え方を提示した。 
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